
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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誰もが地域で安心して暮らすことができる大都市東京の実現
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　8月15日（月）、文京シビックホール大ホールにおいて平成28年度東京都戦没者追悼式が執り行われ、
御遺族、来賓など約730人が参列されました。
　小池百合子知事は、先の大戦で亡くなられた全ての御霊に対し、東京都民を代表して、哀悼の誠を捧げ、

「悲惨な戦争を二度と繰り返さないためにも、その記憶を風化させることなく、次世代に継承していくこと、
それが今ここに生きている私たちに課せられた重要な使命であります。」と式辞を述べました。
　参列者が正午の時報にあわせて黙とうした後、天皇陛下のおことば（放送）に続いて、都議会議長、東
京都遺族連合会会長、戦没者遺族代表が追悼のことばを述べました。南方海上でお父様が戦死した森田 
一芳さんは、「今日の平和と繁栄を思うとき、その礎となった英霊の皆様に感謝を申し上げるとともに、い
つまでも遺訓を心にとどめて御霊の顕彰に努めて参ります。」と述べられました。また、曽祖父が戦死され
た中学校一年生、立川力さんは、「僕も、今日を機会に、戦争のことを学んだり、世界の人々と力をあわせ
て平和のために少しでも役立つことを考えながら、行動して行きたいと思います。」と述べられました。

東京都戦没者追悼式
～戦後71年　戦没者を
　追悼し平和を祈念する日～
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問 福祉保健局保健政策部健康推進課　TEL 03-5320-4363　FAX 03-5388-1427

　10月は乳がん月間です。東京都では月間中、区市と連携し、乳がん検診の普及啓発イベントを実施しま
す。ぜひお越しください！

　乳がんになる人は、30歳代から増え、50歳代までの働き盛りの世代に多く、この年代の女性のが
ん死亡原因のトップとなっています。
　乳がんは、早期発見・早期治療により、90%以上の人が治るといわれています。40歳になったら
2年に1度、定期的に乳がん検診
を受けるとともに、毎月1回の自
己触診の習慣をつけましょう。
　乳がん検診は、お住まいの区市
町村の住民検診や、職場の検診、
人間ドックなどで受けられます。
　乳がん検診や東京都の取組に
ついての詳細は、福祉保健局ポー
タルサイト「受けよう！がん検
診」をご覧ください。

40歳になったら、2年に1回、乳がん検診を受けましょう！
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ピンクリボンイベント ピンクリボンの湯
①日野市共催イベント
　日時：10月9日（日）　11時から16時
　会場：�イオンモール多摩平の森�

　（日野市多摩平2-4-1）
　　　　【JR豊田駅�北口より徒歩3分】
②港区共催イベント
　日時：10月30日（日）　11時から17時
　会場：ザ グランドホール
　　　　　�（港区港南2-16-4　�

品川グランドセントラルタワー3階）
　　　　【JR品川駅�港南口より徒歩3分】
《内容》
　◦乳がん検診に係るトークショー
　　(医師、乳がん経験者）
　◦企業・団体等のブース出展
　◦�マンモグラフィ検診車の見学・乳がん視
触診モデル体験�等

　都内公衆浴場にて、乳がんや乳がん自己触
診の方法についてお伝えするミニ講義を開催
します。
◦日時：10月23日（日）14時から14時30分
　会場：万年湯（新宿区大久保1-15-17）
　　　　【JR新大久保駅徒歩5分】
◦日時：11月19日（土）11時30分から12時
　会場：改正湯（大田区西蒲田5-10-5）
　　　　【JR蒲田駅徒歩7分】
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9月は東京都自殺対策強化月間です～自殺防止！東京キャンペーン～

10月1日から「赤い羽根共同募金運動」が始まります

　平成10年以降、都内の年間自殺者数は毎年2,400人以上となっ
ており、深刻な状況が続いています。特に若年層（40歳未満）の
自殺者の割合は全国よりも高くなっています。
　東京都は、毎年9月と3月の自殺対策強化月間における「自殺防止！
東京キャンペーン」の一環として、電話相談の受付時間の延長、民間
団体等と合同で行う街頭キャンペーン、こころといのちの講演会（９
月13日）の開催、区市町村や各私鉄駅構内などにおける東京都自殺
相談ダイヤル周知用ポスターの掲示など、区市町村や関係機関と連
携して様々な取組を行っています。
　また、様々な問題を抱えている人が一人で悩み、追い込まれてし
まうことがないよう、東京都をはじめとした多くの関係機関が相談
窓口を設け、支援を行っています。
　自殺を減らすためには、行政や関係機関だけでなく、都民一人ひ
とりが、身近で悩んでいる人のサインに気付き、声をかけ、悩みを受け止め（傾聴）、必要な支援につな
げる「ゲートキーパー」の役割を、一人でも多くの都民の方に担っていただくことも重要です。各区市町
村において、ゲートキーパー研修を実施しておりますので、お住まいの区市町村へお問い合わせください。
自殺者を一人でも減らすために、ご協力をお願いいたします。

　共同募金は、地域に根ざした在宅福祉サービスの充実やボランティ
ア活動支援など、地域の様々な福祉活動のほかに、災害支援にも役
立てられています。
　今年も皆様のご協力をお願いします。

問 福祉保健局保健政策部保健政策課　TEL 03-5320-4310　FAX 03-5388-1427

東京都自殺相談ダイヤル～こころといのちのほっとライン～
　「居場所がない…」「この世から消えてしまいたい…」つらい思いを一人で抱え込まないで、一緒に
話をしませんか。
TEL 0570-087478　14時から翌朝5時30分まで受付。年中無休
※0570で始まるナビダイヤルは携帯電話の無料通話やかけ放題プランの対象外です。

問 社会福祉法人東京都共同募金会
　　TEL 03-5292-3182　FAX 03-5292-3189
　　 HP http://www.tokyo-akaihane.or.jp/
　　福祉保健局生活福祉部地域福祉推進課
　　TEL 03-5320-4045　FAX 03-5388-1403
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～むさしのを歩いて楽しく知ろう　大腸がん検診の大切さ～
自然のやすらぎを感じるウオーキングコース　秋色に染まる 武蔵野 三鷹 を満喫しよう

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

■開催日時：11月23日（水・祝）　※10時と11時30分の2回にわけてスタートします。
■会　　場：武蔵野総合体育館
■ゲ ス ト：金哲彦さん（プロランニングコーチ）
■コ ー ス：12km（武蔵野総合体育館→堀合遊歩道、井の頭恩賜公園他
	 →武蔵野総合体育館）
	 7km　	（武蔵野総合体育館→井の頭恩賜公園他
	 →武蔵野総合体育館）
■参 加 費：500円（小学生以下は無料）
■募　　集：2,000人（先着）※9月1日（木）から募集開始
■そ の 他：	①医師とゲストによるトークショー　②無料大腸がん検診
	 （ウオーキング参加者で希望する40歳以上の方）
	 ③参加特典あり　④プレイベントを実施（詳細はWebへ）
■申込み先：Tokyo健康ウオーク2016エントリー事務局
　　　　　　①申込専用　TEL 0570-550-846（平日10時から17時30分まで）（スポーツエントリー内）
　　　　　　②Web　	　 HP http://www.tokyo-kenkowalk.info
■イベント総合問合せ先：Tokyo健康ウオーク2016事務局
　　　　　　TEL 03-6777-0775（平日10時から17時30分まで）（株式会社RIGHTS.内）

ご存知ですか？　いま、大腸がんの死亡者数が増え続けています。

だからこそ、年に1度の大腸がん検診を受けましょう。

大腸がんは、
男性のがん死亡原因第3位、
女性のがん死亡原因第1位です。

　大腸がん検診は40歳以上が対象です。
　早期のがんでは自覚症状がないため、40歳
になったらがん検診を毎年受けることが大切で
す。また、便を採取するだけの便潜血検査（便
中の微量の血液を調べる検査）なので、大変簡
単で、体への負担もありません。

男性のがん
死亡原因

第3位

女性のがん
死亡原因

第1位

自覚症状が
なくても

40歳を過ぎたら
年に1度の検診を！

早期発見・
早期治療すれば

95％以上
が完治します。

金 哲彦さん

参加者募集！
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「子育て応援とうきょうパスポート事業」のパスポート交付を開始しました！

平成28年度動物愛護週間中央行事 動物愛護ふれあいフェスティバル

問 福祉保健局少子社会対策部計画課　TEL 03-5320-4115　FAX 03-5388-1406
HP �http://kosodate.pass.metro.tokyo.jp/

　東京都は、子育てを応援しようとする社会的機運の醸成を目的として、本事業に協賛する企業・店舗等（以
下、「協賛店等」という。）が、善意により提供する様々なサービスを、中学生以下のお子様がいる子育て
世帯や妊婦の方に利用していただく仕組みとして、「子育て応援とうきょうパスポート事業」を、10月1
日（土）から開始する予定です。
　事業開始に先立ち、サービスを受ける際に必要になるパスポートの交付を9月1日（木）から始めました。
是非、ご利用ください。

　9月20日から26日までは動物愛護週間です。
　9月24日（土）に、東京都では、環境省や動物愛護団体等とともに動物愛護ふれあいフェスティバル（屋
内行事）を開催します。今年は「譲渡でつなごう！命のバトン」をテーマに、講演やパネルディスカッショ
ンを行います。
　この機会に、私達が飼っている動物、身近な動物についてもう一度考えてみませんか？
【動物愛護ふれあいフェスティバル】
日　時　9月24日（土）　11時から16時30分まで
会　場　東京国立博物館平成館大講堂（台東区上野公園13-9）
内　容　1　ポスター、標語等各コンクール受賞者の表彰式
　　　　2　「人も動物も幸せになれる譲渡とは？」をテーマとした講演・パネルディスカッション
申込み　�9月23日（金）までに公益社団法人日本動物福祉協会（TEL�03-6455-7733）まで電話に

てお申込み下さい（申込み順。申込状況に余裕がある場合は、当日の入場も可能です。）。

～サービスの利用について～
◦�協賛ステッカーが貼ってある協賛店等で、サービ
スを利用したい旨をお申し出ください。
◦�ご利用いただく際は、パスポートの提示を求
められることがあるほか、お子様の年齢が確
認できるものや、母子手帳などの提示も併せ
て求められることがあります。
◦�パスポートは下記� HP �から利用者登録していた
だき、スマートフォン等でダウンロードするこ
とができます（紙媒体のパスポートもあります）。
～実施サービスについて～
◦�飲食店や百貨店等、様々なジャンルの協賛店等で、以下の中から一つ以上のサービス（店舗等により異
なります。）が利用できます。
　①　粉ミルクのお湯の提供　　　　　⑥　ベビーカーを店内で利用可能
　②　おむつ替えスペースの提供　　　⑦　景品の提供　　
　③　トイレにベビーキープ設置　　　⑧　ポイントの付与
　④　授乳スペースの提供　　　　　　⑨　商品の割引
　⑤　キッズスペースの提供　　　　　⑩　その他　利用者に資するサービス

問 福祉保健局健康安全部環境保健衛生課　TEL 03-5320-4412　FAX 03-5388-1426

【協賛ステッカー】 【デジタルパスポート】
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▪都立看護専門学校専任教員の募集
試験日　10月23日（日）
資　格　�採用予定日現在、満60歳未満で、看護師の免許を有し、看護師として5年以上業務に従事し

た人で、専任教員として必要な研修・講習を修了した人（平成29年3月に修了見込の人を含む）
　　　　※�上記資格要件を満たしていない場合でも、大学・大学院において「教育に関する科目」を必

要な単位数取得している場合には、資格要件を満たす場合があります。詳細は、下記� HP �
掲載の採用選考案内をご覧ください。

採用予定日　平成29年4月1日（原則）
人　員　5人（予定）
勤務先　福祉保健局所管の都立看護専門学校
申込み　10月14日（金）まで（郵送は10月12日（水）消印有効）
　　　　詳細は、下記問合せ先にご連絡いただくか、 HP �をご覧ください。
問 福祉保健局総務部職員課　TEL 03-5320-4023　FAX 03-5388-1400
HP 福祉保健局トップページ⇒福祉保健局について⇒職員募集⇒福祉保健局採用職種一覧
　　http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/shokuin/s_shoku/index.html

▪就職希望者のための福祉保健局業務説明会
　福祉保健局において、福祉・保健・医療の現場の第一線で活躍している「看護教員」「児童福祉司」「児
童自立支援専門員」について、職務のやりがいや魅力をお伝えします。
日　時　10月1日（土）　13時30分から17時まで
会　場　東京都庁第一本庁舎25階
内　容　（1）福祉保健局の概要及び東京都職員について
　　　　（2）職種別業務説明会（業務内容の紹介、先輩職員からのメッセージ、個別相談等）
申込み　�9月28日（水）までに、下記� HP �掲載の申込書を�Eメール�または�FAX にてお申込み下さい。
備　考　服装自由、当日参加可、入退出自由
問 福祉保健局総務部職員課　TEL 03-5320-4023　FAX 03-5388-1400　

Eメール S0000191@section.metro.tokyo.jp
HP �福祉保健局トップページ⇒福祉保健局について⇒組織・業務案内⇒総務部⇒職員課⇒職員課から
のお知らせ

　　http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/saiyou/works/gyoumusetsumeikai/281001.html

▪東京都社会福祉事業団契約職員（福祉職）の募集
試 験 日　11月5日（土）
試験会場　東京都社会福祉保健医療研修センター（文京区小日向4-1-6）
資　　格　�介護福祉士、保育士、児童指導員任用資格、社会福祉士、精神保健福祉士のいずれかの資格
　　　　　�※1小学校・中学校・高等学校の教員職員免許状をお持ちの方は、児童指導員任用資格を

有しています。※2資格取得見込の方も応募可能です。
雇用期間　�3年（平成29年4月1日から平成32年3月31日まで）�

※雇用期間中に契約職員から正規職員への採用選考があります。
職種・人数　福祉職40名程度
勤　　務　交代制勤務（夜勤、早番、遅番、日勤、宿日直等）
勤 務 先　事業団が運営する児童養護施設、福祉型障害児入所施設及び障害者支援施設
申 込 み　�10月26日（水）まで（郵送は10月24日（月）消印有効）に、所定の申込書で〒169-0072　東

京都社会福祉事業団事務局（採用担当）�新宿区大久保3-10-1-201までお申込み下さい。
※申込書は� HP �から取得できます（ご希望の方は郵送も可）。
詳細は、下記問合せ先にご連絡いただくか、 HP �をご覧ください。
問 東京都社会福祉事業団事務局　TEL 03-5291-3605　FAX 03-5291-3616
HP http://job-gear.jp/jigyodan/index.htm

お知らせ
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▪在宅看護、体験してみませんか？訪問看護の職場体験、同行訪問のご案内
　東京都が指定した、訪問看護ステーションで、現場体験ができます。現任の訪問看護師への同行訪
問等も行っています。
対　象　�訪問看護に関心のある看護職。医療機関勤務中、離職中、他の訪問看護ステーション在職中も可
内　容　同行訪問や手技演習など実践的な研修
期　間　1日から5日程度
費　用　無料
申込み　�東京都訪問看護教育ステーション（都内9ヶ所）へ直接お申込み下さい。各教育ステーション

の詳細は、 HP �をご覧ください。
問 福祉保健局高齢社会対策部介護保険課　TEL 03-5320-4267　FAX 03-5388-1395
HP �福祉保健局トップページ⇒高齢者⇒介護保険⇒訪問看護推進総合事業⇒東京都訪問看護教育ステーション事業
　　http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/houkan/houkankyouiku.html

▪東京都福祉保健基礎調査
　東京都では、福祉・保健施策推進のための基礎資料を得るため、調査を行います。住民基本台帳か
ら無作為に抽出した6,000世帯のご自宅に調査員がお伺いしますので、調査へのご協力をよろしくお
願いいたします。
目　的　�都内に居住する各世帯及び世帯員の生活実態と、「福祉のまちづくり」などに対する意識を把

握することにより、福祉・保健施策推進のための基礎資料を得るため�
対　象　都内に居住する6,000世帯とその世帯の満20歳以上の世帯員�
期　間　10月12日（水）から11月11日（金）まで�
内　容　�世帯の状況、住まいや外出先のバリアフリーの状況、東京都の「福祉のまちづくり」、子育て

支援、障害者支援、地域福祉など
問 福祉保健局総務部総務課　TEL 03-5320-4011　FAX 03-5388-1400

◦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

水泳入門（木曜版）　※1 10 月 13 日・20日・27日、11月 3日・
10日の木曜日　12時〜 12時50分 障害児者 必要（申込期間

：9/1〜 9/22）
めざせ!トップアスリート「車い
すフェンシング」　※2

10月20日、11月17日の木曜日
18時30分〜 20時30分 身体障害者 必要（申込期間

：9/8〜 9/29）
親子で楽しむ重度ジュニア体操
※3

10月23日、11月27日、12月25日、平成29年
1月29日の日曜日　13時15分〜14時45分

身体障害児（3歳以上小学生以下）
（四肢・体幹機能障害）介護者

必要（申込期間
：9/8〜 10/8）

多
　
摩

みんなで卓球　※4 9月24日（土）　10時〜 12時 障害児者・介護者、地域住民
不要チャレンジスポーツ　※5（ボッチャ）9月24日（土）　13時〜 15時 障害児者・介護者

グラウンドゴルフのひろば　※6 10月3日（月）、17日（月）　13時〜 15時 障害児者・介護者、地域住民
※1　水泳の基礎をしっかり学んで、上達を目指します。
※2　国際大会や国内トップを目指して練習します。初心者も大歓迎です！
※3　リズムに合わせた体操や、ボールや遊具を使用して親子で楽しく体を動かしましょう！
（※1〜 3　参加には事前の申し込みが必要になりますので、当センター受付または� HP �にて掲載しております申込書にご記入の上、

FAX �、郵送または直接ご来館にてお申し込みください。また、詳細は当センター受付または� HP �にてご確認ください。）
※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　やってみたいなと思っていてもなかなか機会がないという方、是非ご参加ください！協力：ボッチャ愛好会多摩ココナ
※６　広いグラウンドで思いきりグラウンドゴルフを楽しみましょう！
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/
　　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/

問 東京都総務局統計部社会統計課　TEL 03-5388-2551

総務省統計局・東京都  http://www.toukei.metro.tokyo.jp/ 東京都の統計

▪統計調査
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  1日   東京都地方独立行政法人評価委員会第2回高齢者医療・研
究分科会

  第1回東京都食品安全審議会
  2日  東京都認知症対策推進会議認知症医療部会（第12回）
  5日  第2回障害児通所支援事業所指定協議説明会
  6日  保育士就職支援セミナー（～7日）
  訪問看護は素敵！トーク＆相談会
10日   食の安全調査隊　第1回「輸入食品のチェック体制を確認

しよう①～東京都や輸入事業者の取組について考える～」
15日  東京都戦没者追悼式
19日  夏休み動物セミナー「夏休みこども見学会」

20日   夏休み動物セミナー「犬と友達になって、しつけ方を知ろ
う！」

23日   東京都子供・子育て会議　第7回全体会議、第12回計画策
定・推進部会（合同会議）

24日   食の安全調査隊　第2回「輸入食品のチェック体制を確認
しよう②～水際での取組と食品の検査について考える～」

26日   第1回 東京都健康安全研究センター環境保健衛生講習会
「知って安心、測ってナットク！基礎から学ぼう 放射線」

27日  保育士就職支援セミナー（～29日）
29日  東京都地域医療構想説明会

８
月
の
動
き

障害者福祉施設の自主製品販売ショップ

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。

　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。
　この度、プロジェクトの一環として、自主製品（雑貨）を販売するショップ「KURUMIRU」がオープ
ンしましたので、ぜひご来店ください！
♦ショップ専用サイト「KURUMIRU」でも、ショップの商品情報や自主製品の魅力を発信していきます！

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

「KURUMIRU」（くるみる）がオープン！

1　ショップについて

店　　名：KURUMIRU（くるみる）都庁店
所 在 地：新宿区西新宿2-8-1　都庁都民広場　地下1階
営業時間：10時30分から18時30分まで
定 休 日：（土）、（日）、（祝）、年末年始
TEL 03-5320-4574　FAX 03-5388-1410

2　サイトについて
URL：http://kurumiru.metro.tokyo.jp
内容：�「KURUMIRU」における販売商品の

情報等

〈都庁店外観イメージ〉
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