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　例年、２月初め頃は花粉が飛散し始める時期です。東京都では、２月１日からスギ・ヒノキ花粉情報をパソコン、
メール、テレホンサービスで提供しています。花粉症の予防や治療にご活用ください。

●東京都の花粉情報
　花粉観測結果や花粉症予防に関する情報
をご覧いただけます。

　　http://www.tokyo-eiken.go.jp/
　　　　　　　　　　kj_kankyo/kafun/
●とうきょう花粉ネット
　花粉予報や最新の花粉飛散状況をわかり
やすく地図に表示してお伝えします。
　情報はパソコン等でご覧いただけます。
　　http://pollen.tokyo-kafun.jp/kafun/
●メール配信　
　48時間先までの花粉予報を配信します。
　メールを受信するには登録が必要です。詳細はホームページ
　（http://pollen.tokyo-kafun.jp/kafun/）をご覧ください。
●テレホンサービス
　都内を５つの地域に分けて、花粉予報や飛散状況をお知らせします。
　　　050－3535－1187（イイハナ）
●平成 28年版「花粉症一口メモ」を配布
　都庁舎内の都民情報ルーム（第一本庁舎３階）にて無償で配布す
　るとともに、ホームページにも掲載しています。
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このマークは、目の不自由な方などのための「音声コード」で、コード
の位置を示すために切り込みを入れています。専用の読み上げ装置で
読み取ると、記載内容を音声で聞くことができます。
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２月１日から花粉情報の提供を開始しています
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　東京都では、花粉症の予防や治療を適切に行うことができるよう、飛散花粉数の観測を行うととも
に、観測結果などに基づき、花粉飛散予測を実施しています。
　１月21日（木）、東京都花粉症対策検討委員会を開催し、都内における平成28年春のスギ・ヒノキ
花粉に関する飛散予測の検討を行いました。

Ⅰ　飛散開始日の予測
区部で２月７日から９日頃、多摩部で２月11
日から15日頃とされ、例年よりやや早めとな
る見込み
※例年（過去10年平均）は区部で２月15日
頃、多摩部で２月16日頃

Ⅱ　飛散花粉の総数の予測
昨春の1.6倍程度で、例年の1.1倍程度となる
見込み（右図）

Ⅲ　飛散花粉の多い日の予測
飛散花粉数が「多い」に分類される１日当り
30個／平方センチメートル以上飛散する日数
は、区部で36日程度、多摩部で40日程度とな
る見込み
※例年（過去10年平均）は区部で28日程度、
多摩部で27日程度

問 03-3363-3487TEL 03-5386-7427FAX健康安全研究センター企画調整部健康危機管理情報課

今春の飛散花粉数予測特集

～今春の飛散花粉数は昨春の1.6倍程度～

花粉症の予防対策
＜花粉シーズンの生活の心得＞
　●「風邪をひかないこと」・・・・・風邪をひくと粘膜の上皮が弱くなり、症状がひどくなることがあります。
　●「お酒を飲みすぎないこと」・・・鼻づまりを悪化させる可能性があります。
　●「たばこは控えめに」・・・・・・たばこは粘膜を傷つけるため、症状がひどくなることがあります。
＜花粉を避ける方法＞
　●外出するとき
マスクやメガネを着用し、花粉が目や鼻などに付かないよう注意しましょう。帽子をかぶることも効果があります。
帰宅した時には、洋服や髪の毛に付いた花粉をよく払い落としてから家に入り、うがい・手洗い・洗顔をしましょう。

　●掃除・洗濯・布団干し
なるべく室内に花粉を入れないように注意しましょう。掃除の際は、掃除機の使用に加え、ぬれ雑巾やモッ
プで拭くことも効果的です。また、洗濯物は出来るだけ屋内に干しましょう。布団は、布団乾燥機の使用が
望ましいですが、屋外に出した場合でも、掃除機をかけることで、ある程度花粉を除去することができます。
●スギ・ヒノキ飛散花粉数の予測
　スギ・ヒノキ飛散花粉数は、前年夏の日射量や秋のスギ花芽の着花状況などによって決まるので、この値をもとに予測し
ています。
●飛散花粉数が多い日の定義
　飛散花粉数が多い日とは、花粉捕集器を用い、捕集した花粉の数値が1日当り30個／平方センチメートル以上の日とし
ています。
●飛散開始日の予測
　飛散開始日の予測については、1月の日単位の平均気温の積算値のほか、スギの花芽が休眠に入った後の11月以降の
気温の推移等を総合的に判断して行っています。
●飛散開始日の定義
　1観測地点で、1月以降にスライドグラスの1平方センチメートル内にスギ花粉が1個以上捕集される日が、原則として2

日以上続いた最初の日としています（公益財団法人日本アレルギー協会花粉情報標準化委員会の定義によ
る）。なお、気象条件により、これ以前に少量の花粉が飛ぶことがあります。
●飛散花粉数の経年変化（過去10年平均）
　都内の飛散花粉数の経年変化を見ると、現時点の過去10年平均は、平成6年時点の過去10年平均に比べ
て、2倍程度に増えています。
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障害者福祉施設の自主製品販売イベント

問  福祉保健局障害者施策推進部自立生活支援課　 TEL  03-5320-4182　 FAX  03-5388-1408

　東京都では、障害者福祉施設で作られた自主製品に関する情報や製品の魅力を広く発信する「自主
製品魅力発信プロジェクト」に取り組んでいます。
　このたび、プロジェクトの一環として、都内３か所で自主製品（雑貨等）の販売イベント「Unique 
Plus Market 2016」を開催しますので、是非ご来場ください。
　あわせて、自主製品に関する情報発信サイトを開設し、製品の多彩な魅力をＰＲしていきます。

１　イベントについて

２　サイトについて
U R L：http://Uniqueplus2016.metro.tokyo.jp
内　容： 「Unique Plus Market 2016」における販売商

品の情報等

日　時 場　所

２月16日（火）～22日（月）
11:00～20：30

丸井錦糸町店　１階催事コーナー
（JR錦糸町駅南口）

２月26日（金）～３月３日（木）
10：00～21：00

ららぽーと立川立飛　２階催事コーナー
（多摩モノレール立飛駅直結）

３月８日（火）～11日（金）・14日（月）
10：00～18：00

東京都庁都民広場　地下１階スペース
（大江戸線　都庁前駅）

〈サイトイメージ〉
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子宮頸がん検診応援ガール３名が子宮頸がん検診を自ら体験し、ブログ等でレポートします！
どこで受けるの？どんな検査をするの？などなど…
これから検診を受ける方にも役立つ情報がいっぱいです。

～「女性の健康週間におけるキャンペーン」を実施します！

●子宮頸がん検診受診勧奨ポスターを作成
● パネル展【２月26日（金）から３月３日（木）まで】都庁第一本庁舎 １階 

アートワーク台座にて
● レシート裏広告【３月１日（火）から一週間程度】「がん検診受診勧奨広

告」ダイエー系列（都内全店）にて
● 街頭キャンペーン【３月２日（水）】（予定）14時30分から16時30分まで

新宿駅にて
● フリーペーパー「あんふぁん（東京版）３月号」に広告記事の掲載
　【２月５日（金）発行】都内幼稚園637園の園児の保護者に配布（計
　110,536部）。

　３月１日から８日までは「女性の健康週間」です。女性の健康週間では、女性が生涯を通じて健康で明
るく、充実した日々を自立して過ごすことを総合的に支援するため、国や地方公共団体等が各種啓発活動
を展開します。
　東京都では、がん検診の受診率を50％とすることを目標としていますが、特に20代前半の若い世代で、
子宮頸がん検診の受診率が低くなっています。
　そのため、主に20代前半から支持を得ているモデル・タレントを「子宮頸がん検診応援ガール」とし
て任命し、２月中旬からブログやTwitter等で子宮頸がん検診の体験記などを情報発信します。
　この機会に、子宮頸がんや検診について理解を深めてみませんか？

問  福祉保健局保健政策部健康推進課　 TEL  03-5320-4363　 FAX  03-5388-1427

子宮頸がん検診応援ガールによる情報発信

［情報発信時期］
２月中旬から女性の健康週間

（3/1～3/8）にかけて、
複数回配信します！

検  索で《検診体験レポートは専用サイトから》
HP  http://www.kenshin-joshi.com

子宮頸がん検診は20歳から。
２年に１回定期的に受診しましょう！
・ がんは早期発見・早期治療が大切。自覚症状がなくても検診は定期的に！
・ がん検診は、お住まいの区市町村の検診等で受けられます。

それゆけ！検診女子 未来のワタシのために。

　東京都では、10代から30代までの若者の死因のトップが自殺であり、都全体の自殺者のうち、その割合は３割を
超え、全国平均よりも高い状況です。このことから、都は、若者の自殺防止に向けた取組を重点施策として推進し
ています。
　特に都内の大学生の自殺者数は平成24年以降増加しているため、このたび、大学生向けの講演会「悩むってあた
りまえ～目指せ！ありのままマイスター～」を開催します。
　この講演会では、東洋大学社会学部の学生が企画・運営に携わり、若者の立場で自殺を身近な問題として捉え、
予防するための方策を一緒に考えていきます。
　学生をはじめ、多くの方の参加をお待ちしています。

　東京都特定不妊治療費助成金は、28年４月１日以降の申請から上限回数と対象年齢が変わります。

◆助成回数の制限
　初めて助成を受けた時の妻の年齢（治療開始日時点）が、
●39歳までの方は通算６回まで。
●40歳～42歳の方は通算３回まで。

（注１）他自治体（道府県・指定都市・中核市）での助成回数を含みます。
（注２）旧制度（年度２回×５年度間・通算10回まで）が適用されていた方も含め、全ての方が対象です。
（注３）制度変更に伴う通算助成回数のリセットはありません。過去の助成を全て合算します。
◆年齢の上限
　治療開始日時点で43歳以上となる場合は、助成の対象になりません。
◆注意点

28年１月～３月までに治療が終わった方も、申請期限の特例（４月～６月まで受付）での申請は28年度助成
対象となるため、この制度改正が適用されます。そのため、制限回数や年齢の上限を超えている場合は申請
ができません。

◆日　時　平成28年３月24日（木）14時から17時30分まで（開場13時30分）
◆場　所　東洋大学白山キャンパス　２号館16階スカイホール（文京区白山5-28-20）
◆定　員　約200名（うちワークショップ参加学生60名程度）
◆講　師　石井　綾華（NPO法人Light Ring. 代表理事）
　　　　　大野　裕（一般社団法人認知行動療法研修開発センター理事長）
◆申込み　 平成28年３月14日（月）17時までに、福祉保健局ホームページ（ HP  http://www.fukushihoken.

metro.tokyo.jp/iryo/tokyokaigi/rinji１/kouenkai.html）から所定の申込用紙に
て、メールまたはFAXで福祉保健局保健政策部保健政策課まで

特定不妊治療費助成制度が変わります

「大学生向けこころといのちの講演会」を開催します

問  福祉保健局保健政策部保健政策課　 TEL  03-5320-4310　 FAX  03-5388-1427
E-mail  S0000282@section.metro.tokyo.jp

問  福祉保健局少子社会対策部家庭支援課　 TEL  03-5320-4362　 FAX  03-5388-1406

　　　　　　　　　　　　28年3月31日（消印有効）
※特定記録郵便など記録の残る方法で、お早めにご郵送ください。
※43歳以上の方は必ず３月31日までに申請してください。期限を過ぎた場合は受付できません。
※例年期限近くに申請が集中しますので、決定までに３か月程度かかります。

27 年度助成の申請期限

◆　28年 4月 1日以降の取り扱い　◆
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　　　　　　　　　　　　28年3月31日（消印有効）
※特定記録郵便など記録の残る方法で、お早めにご郵送ください。
※43歳以上の方は必ず３月31日までに申請してください。期限を過ぎた場合は受付できません。
※例年期限近くに申請が集中しますので、決定までに３か月程度かかります。

27 年度助成の申請期限

◆　28年 4月 1日以降の取り扱い　◆
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◆  東京都心身障害者福祉センター（本所）移転のお知らせ
　東京都心身障害者福祉センターは、３月 14 日（月）
以降、東京都飯田橋庁舎（セントラルプラザ）で業
務を行います。なお、補装具判定の一部（車椅子等）
は、別館で実施します。詳細は、当センターのホー
ムページをご確認ください。
●移転先： 162-0823　新宿区神楽河岸１－１
　　　　　 東京都飯田橋庁舎（セントラルプラザ）

12 ～ 15 階
●交　通： 東京メトロ（有楽町線、南北線、東西線）
　　　　　 都営地下鉄（大江戸線）飯田橋駅 B ２b

出口（セントラルプラザ１階ロビー直結）
　　　　　 ※ B ２b 出口にはエレベーターがありま

せん。地上に出るエレベーターは、有楽
町線、南北線の中央改札付近にあります。

　　　　　JR（総武線）飯田橋駅西口から徒歩２分、東口から徒歩４分
　　　　　 都バス「飯田橋駅前」（「飯 64」小滝橋車庫前～九段下）・「飯田橋」（「飯 62」小滝橋車庫前

～都営飯田橋駅前）停留所いずれも下車徒歩５分
HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/index.html
問  東京都心身障害者福祉センター調整課

　　【３月 11 日（金）まで】 TEL  03-3203-6141　 FAX  03-3203-6185
　　【３月 14 日（月）から】 TEL  03-3235-2946　 FAX  03-3235-2968

〈手話通訳者〉
期　間　 平成 28 年５月 11 日から 29 年３月８日ま

での期間の毎週水曜日
会　場　オリンピック記念青少年センターほか
クラス　 ①手話のできる都民育成講習会、②地域ク

ラス、③通訳者クラス、④指導者クラス　
いずれも昼・夜クラス有り

対象者　３年以上の手話学習経験がある方など
定　員　① 120 人　② 180 人　③ 60 人　④ 60 人

〈要約筆記者〉
期　間　 平成 28 年４月 28 日から 29 年２月９日ま

での期間の毎週木曜日
会　場　東京都障害者福祉会館
クラス　①手書きコース 、② PC コース
対象者　初心者の方
定　員　各 12 人

申込み　 3月15日(火)(手話通訳者①のみ4月15日(金))(消印有効)までに所定の申込書(HPで入手可)を郵送で
東京手話通訳等派遣センター(〒160-0022新宿区新宿2-15-27第3ヒカリビル5階)へ。 選考試験有。

問  東京手話通訳等派遣センター　 TEL 03-3352-3335　
HP  http://www.tokyo-shuwacenter.or.jp/
　  福祉保健局障害者施策推進部自立生活支援課　 TEL 03-5320-4147　 FAX  03-5388-1408

お知らせ

◆  人工肛門・人工膀胱保有者（オストメイト）講習会

申込み　参加希望の方は、直接会場へお越しください。
問  日本オストミー協会東京都協議会　 TEL  03-5272-3550

　  福祉保健局障害者施策推進部自立生活支援課
　　　 TEL  03-5320-4147　 FAX  03-5388-1408

「オストメイトの体験交流とグループ討議」
日　時　 2 月28日（日）13 時 30 分から16 時 30 分まで
会　場　 中野区社会福祉会館（スマイルなかの）5 階

（中野区中野 5-68-7）

「オストメイト体験交流と話し合い」
日　時　 3 月6日（日）13 時 30 分から16 時 30 分まで
会　場　ルミエール府中（府中市府中町 2-24）

◆  手話通訳者・要約筆記者養成講習会

◆  東京都立精神保健福祉センター移転のお知らせ
　東京都立精神保健福祉センターは、現地での
建替工事のため、３月 14 日（月）から仮庁舎で
業務を行います。
●移転先： 〒 110-0015　東京都台東区東上野

3-3-13　プラチナ第２ビル
●交　通：ＪＲ線 上野駅（浅草口）から徒歩10分
　　　　　東京メトロ銀座線
　　　　　稲荷町駅（１・２番出口）から徒歩５分
　　　　　 都営大江戸線　新御徒町駅（Ａ１出口）

から徒歩６分
●こころの電話相談 :【３月 15 日（火）から】　　 TEL  03-3834-4102
HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/sitaya/index.html
問  東京都立精神保健福祉センター
　　【３月 11 日（金）まで】 TEL  03-3842-0948　 FAX  03-3843-6735
　　【３月 14 日（月）から】 TEL  03-3834-4100　 FAX  03-5817-4063

◆  東京都障害者スポーツセンター
開　催　名 開 催 日 ・ 時 間 対 象 者 申 込

総
　合

あそびのひろば　※１ ３月13日（日）13時～14時30分
障害児者・家族等
地域住民 不要

みんなでバドミントン　※２ ３月19日（土）13時～16時

多
　摩

みんなでバドミントン　※３ ２月25日（木）18時30分～20時30分

障害児者・介護者
地域住民 不要みんなで卓球　※４ ３月 ５日（土）10時～12時

日曜広場　※５ ３月13日（日）13時～15時

※１ トランポリンやソフトブロックなどたくさんの遊具を利用して、身体を使って遊びましょう！
※２ ゲームを通じて、みんなで交流しながらスキルアップを目指します！
※３ 皆様の要望とレベルに応じたバドミントン指導を行います。　協力：多摩バドミントンクラブ
※４ みんなで交流を深めながら、ゲームやラリーを楽しみましょう！
※５ 月ごとに変わるテーマでスポーツやゲームをします。今月のテーマは「サッカー」です！

問  東京都障害者総合スポーツセンター
　　   TEL  03-3907-5631   FAX  03-3907-5613   HP  http://www.tokyo-mscd.com/
問  東京都多摩障害者スポーツセンター

　　   TEL  042-573-3811   FAX  042-574-8579   HP  http://www.tamaspo.com/

◆  統計調査

問  東京都総務局統計部社会統計課　 TEL  03-5388-2551

みずほ銀行

レストランベア

野家下谷神社前郵便局

下谷神社

都営大江戸線

春日通り 朝日信用金庫
東京都民銀行

駐車場はありません。

永寿総合病院

J
R
上
野

三井ガーデンホテル
東京地下鉄

常陽銀行

西町公園

元浅草郵便局
新御徒町

稲荷町

東京都立
白鴎高等学校

東京都立
精神保健福祉センター

白鴎
高校西

下谷
神社前

上野駅

浅草通り

東上野
三丁目

清
洲
橋
通
り

プラチナビル プラチナ第2ビルプラチナ第2ビル

ミニストップ

マクドナルド

東上野
保育園

台東区役所

上野警察署
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◆  東京都心身障害者福祉センター（本所）移転のお知らせ
　東京都心身障害者福祉センターは、３月 14 日（月）
以降、東京都飯田橋庁舎（セントラルプラザ）で業
務を行います。なお、補装具判定の一部（車椅子等）
は、別館で実施します。詳細は、当センターのホー
ムページをご確認ください。
●移転先： 162-0823　新宿区神楽河岸１－１
　　　　　 東京都飯田橋庁舎（セントラルプラザ）

12 ～ 15 階
●交　通： 東京メトロ（有楽町線、南北線、東西線）
　　　　　 都営地下鉄（大江戸線）飯田橋駅 B ２b

出口（セントラルプラザ１階ロビー直結）
　　　　　 ※ B ２b 出口にはエレベーターがありま

せん。地上に出るエレベーターは、有楽
町線、南北線の中央改札付近にあります。

　　　　　JR（総武線）飯田橋駅西口から徒歩２分、東口から徒歩４分
　　　　　 都バス「飯田橋駅前」（「飯 64」小滝橋車庫前～九段下）・「飯田橋」（「飯 62」小滝橋車庫前

～都営飯田橋駅前）停留所いずれも下車徒歩５分
HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/index.html
問  東京都心身障害者福祉センター調整課

　　【３月 11 日（金）まで】 TEL  03-3203-6141　 FAX  03-3203-6185
　　【３月 14 日（月）から】 TEL  03-3235-2946　 FAX  03-3235-2968

〈手話通訳者〉
期　間　 平成 28 年５月 11 日から 29 年３月８日ま

での期間の毎週水曜日
会　場　オリンピック記念青少年センターほか
クラス　 ①手話のできる都民育成講習会、②地域ク

ラス、③通訳者クラス、④指導者クラス　
いずれも昼・夜クラス有り

対象者　３年以上の手話学習経験がある方など
定　員　① 120 人　② 180 人　③ 60 人　④ 60 人

〈要約筆記者〉
期　間　 平成 28 年４月 28 日から 29 年２月９日ま

での期間の毎週木曜日
会　場　東京都障害者福祉会館
クラス　①手書きコース 、② PC コース
対象者　初心者の方
定　員　各 12 人

申込み　 3月15日(火)(手話通訳者①のみ4月15日(金))(消印有効)までに所定の申込書(HPで入手可)を郵送で
東京手話通訳等派遣センター(〒160-0022新宿区新宿2-15-27第3ヒカリビル5階)へ。 選考試験有。

問  東京手話通訳等派遣センター　 TEL 03-3352-3335　
HP  http://www.tokyo-shuwacenter.or.jp/
　  福祉保健局障害者施策推進部自立生活支援課　 TEL 03-5320-4147　 FAX  03-5388-1408

お知らせ

◆  人工肛門・人工膀胱保有者（オストメイト）講習会

申込み　参加希望の方は、直接会場へお越しください。
問  日本オストミー協会東京都協議会　 TEL  03-5272-3550

　  福祉保健局障害者施策推進部自立生活支援課
　　　 TEL  03-5320-4147　 FAX  03-5388-1408

「オストメイトの体験交流とグループ討議」
日　時　 2 月28日（日）13 時 30 分から16 時 30 分まで
会　場　 中野区社会福祉会館（スマイルなかの）5 階

（中野区中野 5-68-7）

「オストメイト体験交流と話し合い」
日　時　 3 月6日（日）13 時 30 分から16 時 30 分まで
会　場　ルミエール府中（府中市府中町 2-24）

◆  手話通訳者・要約筆記者養成講習会

◆  東京都立精神保健福祉センター移転のお知らせ
　東京都立精神保健福祉センターは、現地での
建替工事のため、３月 14 日（月）から仮庁舎で
業務を行います。
●移転先： 〒 110-0015　東京都台東区東上野

3-3-13　プラチナ第２ビル
●交　通：ＪＲ線 上野駅（浅草口）から徒歩10分
　　　　　東京メトロ銀座線
　　　　　稲荷町駅（１・２番出口）から徒歩５分
　　　　　 都営大江戸線　新御徒町駅（Ａ１出口）

から徒歩６分
●こころの電話相談 :【３月 15 日（火）から】　　 TEL  03-3834-4102
HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/sitaya/index.html
問  東京都立精神保健福祉センター
　　【３月 11 日（金）まで】 TEL  03-3842-0948　 FAX  03-3843-6735
　　【３月 14 日（月）から】 TEL  03-3834-4100　 FAX  03-5817-4063

◆  東京都障害者スポーツセンター
開　催　名 開 催 日 ・ 時 間 対 象 者 申 込

総
　合

あそびのひろば　※１ ３月13日（日）13時～14時30分
障害児者・家族等
地域住民 不要

みんなでバドミントン　※２ ３月19日（土）13時～16時

多
　摩

みんなでバドミントン　※３ ２月25日（木）18時30分～20時30分

障害児者・介護者
地域住民 不要みんなで卓球　※４ ３月 ５日（土）10時～12時

日曜広場　※５ ３月13日（日）13時～15時

※１ トランポリンやソフトブロックなどたくさんの遊具を利用して、身体を使って遊びましょう！
※２ ゲームを通じて、みんなで交流しながらスキルアップを目指します！
※３ 皆様の要望とレベルに応じたバドミントン指導を行います。　協力：多摩バドミントンクラブ
※４ みんなで交流を深めながら、ゲームやラリーを楽しみましょう！
※５ 月ごとに変わるテーマでスポーツやゲームをします。今月のテーマは「サッカー」です！

問  東京都障害者総合スポーツセンター
　　   TEL  03-3907-5631   FAX  03-3907-5613   HP  http://www.tokyo-mscd.com/
問  東京都多摩障害者スポーツセンター

　　   TEL  042-573-3811   FAX  042-574-8579   HP  http://www.tamaspo.com/

◆  統計調査

問  東京都総務局統計部社会統計課　 TEL  03-5388-2551

みずほ銀行
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野家下谷神社前郵便局

下谷神社
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◆  東京都心身障害者福祉センター（本所）移転のお知らせ
　東京都心身障害者福祉センターは、３月 14 日（月）
以降、東京都飯田橋庁舎（セントラルプラザ）で業
務を行います。なお、補装具判定の一部（車椅子等）
は、別館で実施します。詳細は、当センターのホー
ムページをご確認ください。
●移転先： 162-0823　新宿区神楽河岸１－１
　　　　　 東京都飯田橋庁舎（セントラルプラザ）

12 ～ 15 階
●交　通： 東京メトロ（有楽町線、南北線、東西線）
　　　　　 都営地下鉄（大江戸線）飯田橋駅 B ２b

出口（セントラルプラザ１階ロビー直結）
　　　　　 ※ B ２b 出口にはエレベーターがありま

せん。地上に出るエレベーターは、有楽
町線、南北線の中央改札付近にあります。

　　　　　JR（総武線）飯田橋駅西口から徒歩２分、東口から徒歩４分
　　　　　 都バス「飯田橋駅前」（「飯 64」小滝橋車庫前～九段下）・「飯田橋」（「飯 62」小滝橋車庫前

～都営飯田橋駅前）停留所いずれも下車徒歩５分
HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/index.html
問  東京都心身障害者福祉センター調整課

　　【３月 11 日（金）まで】 TEL  03-3203-6141　 FAX  03-3203-6185
　　【３月 14 日（月）から】 TEL  03-3235-2946　 FAX  03-3235-2968

〈手話通訳者〉
期　間　 平成 28 年５月 11 日から 29 年３月８日ま

での期間の毎週水曜日
会　場　オリンピック記念青少年センターほか
クラス　 ①手話のできる都民育成講習会、②地域ク

ラス、③通訳者クラス、④指導者クラス　
いずれも昼・夜クラス有り

対象者　３年以上の手話学習経験がある方など
定　員　① 120 人　② 180 人　③ 60 人　④ 60 人

〈要約筆記者〉
期　間　 平成 28 年４月 28 日から 29 年２月９日ま

での期間の毎週木曜日
会　場　東京都障害者福祉会館
クラス　①手書きコース 、② PC コース
対象者　初心者の方
定　員　各 12 人

申込み　 3月15日(火)(手話通訳者①のみ4月15日(金))(消印有効)までに所定の申込書(HPで入手可)を郵送で
東京手話通訳等派遣センター(〒160-0022新宿区新宿2-15-27第3ヒカリビル5階)へ。 選考試験有。

問  東京手話通訳等派遣センター　 TEL 03-3352-3335　
HP  http://www.tokyo-shuwacenter.or.jp/
　  福祉保健局障害者施策推進部自立生活支援課　 TEL 03-5320-4147　 FAX  03-5388-1408

お知らせ

◆  人工肛門・人工膀胱保有者（オストメイト）講習会

申込み　参加希望の方は、直接会場へお越しください。
問  日本オストミー協会東京都協議会　 TEL  03-5272-3550

　  福祉保健局障害者施策推進部自立生活支援課
　　　 TEL  03-5320-4147　 FAX  03-5388-1408

「オストメイトの体験交流とグループ討議」
日　時　 2 月28日（日）13 時 30 分から16 時 30 分まで
会　場　 中野区社会福祉会館（スマイルなかの）5 階

（中野区中野 5-68-7）

「オストメイト体験交流と話し合い」
日　時　 3 月6日（日）13 時 30 分から16 時 30 分まで
会　場　ルミエール府中（府中市府中町 2-24）

◆  手話通訳者・要約筆記者養成講習会

◆  東京都立精神保健福祉センター移転のお知らせ
　東京都立精神保健福祉センターは、現地での
建替工事のため、３月 14 日（月）から仮庁舎で
業務を行います。
●移転先： 〒 110-0015　東京都台東区東上野

3-3-13　プラチナ第２ビル
●交　通：ＪＲ線 上野駅（浅草口）から徒歩10分
　　　　　東京メトロ銀座線
　　　　　稲荷町駅（１・２番出口）から徒歩５分
　　　　　 都営大江戸線　新御徒町駅（Ａ１出口）

から徒歩６分
●こころの電話相談 :【３月 15 日（火）から】　　 TEL  03-3834-4102
HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/sitaya/index.html
問  東京都立精神保健福祉センター
　　【３月 11 日（金）まで】 TEL  03-3842-0948　 FAX  03-3843-6735
　　【３月 14 日（月）から】 TEL  03-3834-4100　 FAX  03-5817-4063

◆  東京都障害者スポーツセンター
開　催　名 開 催 日 ・ 時 間 対 象 者 申 込

総
　合

あそびのひろば　※１ ３月13日（日）13時～14時30分
障害児者・家族等
地域住民 不要

みんなでバドミントン　※２ ３月19日（土）13時～16時

多
　摩

みんなでバドミントン　※３ ２月25日（木）18時30分～20時30分

障害児者・介護者
地域住民 不要みんなで卓球　※４ ３月 ５日（土）10時～12時

日曜広場　※５ ３月13日（日）13時～15時

※１ トランポリンやソフトブロックなどたくさんの遊具を利用して、身体を使って遊びましょう！
※２ ゲームを通じて、みんなで交流しながらスキルアップを目指します！
※３ 皆様の要望とレベルに応じたバドミントン指導を行います。　協力：多摩バドミントンクラブ
※４ みんなで交流を深めながら、ゲームやラリーを楽しみましょう！
※５ 月ごとに変わるテーマでスポーツやゲームをします。今月のテーマは「サッカー」です！

問  東京都障害者総合スポーツセンター
　　   TEL  03-3907-5631   FAX  03-3907-5613   HP  http://www.tokyo-mscd.com/
問  東京都多摩障害者スポーツセンター

　　   TEL  042-573-3811   FAX  042-574-8579   HP  http://www.tamaspo.com/

◆  統計調査

問  東京都総務局統計部社会統計課　 TEL  03-5388-2551

みずほ銀行

レストランベア

野家下谷神社前郵便局

下谷神社

都営大江戸線

春日通り 朝日信用金庫
東京都民銀行

駐車場はありません。

永寿総合病院

J
R
上
野

三井ガーデンホテル
東京地下鉄

常陽銀行

西町公園

元浅草郵便局
新御徒町

稲荷町

東京都立
白鴎高等学校

東京都立
精神保健福祉センター

白鴎
高校西

下谷
神社前

上野駅

浅草通り

東上野
三丁目

清
洲
橋
通
り

プラチナビル プラチナ第2ビルプラチナ第2ビル

ミニストップ

マクドナルド

東上野
保育園

台東区役所

上野警察署
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13日 第３回東京都保健医療計画推進協議会
14日 子育て応援とうきょう会議（第11回全体会議）

第七期東京都障害者施策推進協議会第４回総会
15日 保育士就職支援セミナー（～17日）
16日 訪問看護フェスティバル

ふくしの仕事　転職者向け相談面接会
17日 セミナー「養育費と面会交流～子どもたちの未来のために～」
19日 第141回老年学・老年医学公開講座
21日 東京都花粉症対策検討委員会（第２回）

都医学研都民講座（第７回）「パーキンソン病を理解しよう～臨床と病態評価の最前線～」
23日 フクシの魅力☆発見セミナー

保育士就職支援セミナー（～24日）

24日 都民向け精神保健啓発講演会「こころの病は“ひとごと”ではない！－病気の正しい理解と早期発見－」
25日 第23回東京都認知症対策推進会議
26日 第63回東京都社会福祉審議会（総会）

第２回東京都医療審議会
27日 東京都薬事審議会

東京都児童福祉審議会第５回専門部会（家庭的養護の推進）
28日 第10期東京都福祉のまちづくり推進協議会第６回専門部会
29日 東京都社会福祉事業団事例研究発表会（児童養護施設）

子供のアレルギー講演会「正しく学んで今日から実践　よく分かる！子供のアレルギー」
30日 フクシの魅力☆発見セミナー
31日 第10回花粉症予防・治療シンポジウム

1
月
の
動
き

　インフルエンザが流行しています。
　以下のポイントを参考にして、予防、拡大防止を一層心掛けていただくとともに、感染が疑われる
症状がある場合は、早めに医療機関を受診するようにしてください。

　医療ソーシャルワーカーによる医療や福祉に関する無料電話相談会を行います。突然の病気でどう
したらいいか分からない方や妊娠中・育児で悩んでいる方、介護の問題等にお困りの方は、お気軽に
ご相談ください。
相談期間： 2 月 22 日（月）から 27 日（土）までの 10 時から 16 時まで
専用電話番号： 03-6907-1781 又は 03-6907-1782

問  一般社団法人東京都医療社会事業協会　 TEL 03-5944-8912
　　福祉保健局医療政策部医療人材課　 TEL 03-5320-4441　FAX 03-5388-1436

　最新情報については、東京都感染症情報センターのホームページをご覧ください。
　　 HP  http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/diseases/fl u/
　東京都インフルエンザ情報サイト（スマートフォン用サイト）
　　 HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/fl u/index.html

インフルエンザにご注意！！

「医療と福祉１１０番」の開設

インフルエンザの予防のポイント
・こまめな手洗いをしましょう。
・規則正しい生活を送り、休養・栄養・水分を十分に取りましょう。
・適度な室内加湿（概ね湿度40％以上）・換気を行いましょう。
・インフルエンザワクチンの接種について、かかりつけ医と相談しましょう。
≪咳エチケット≫～感染拡大を防ぐために～
・せき・くしゃみの症状があるときは、マスクをしましょう。
・ せき・くしゃみをするときは、口と鼻をティッシュでおおい、周りの人から

顔をそらしましょう。

ガチャピンとムックが手洗いをわかりや
すく解説した動画を公開しています。

問  福祉保健局健康安全部感染症対策課　 TEL  03-5320-4482　FAX  03-5388-1432


