
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。

➡

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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　12月5日（月）、都庁第一本庁舎５階大会議場において、
「～障害者週間記念の集い～第36回ふれあいフェスティバ
ル」を開催しました。
　このイベントは、12月3日から同月9日までの「障害
者週間」を記念して、障害のある人もない人も、楽しみな
がら障害や障害のある方に対する理解と関心を深めること
を目的として毎年開催しています。
　イベント当日は、自立生活者・自立支援功労者への障害
者関係知事賞贈呈の記念式典をはじめ、木村敬一さん（リ
オデジャネイロパラリンピック競泳メダリスト）、宮下純
一さん（北京オリンピック競泳メダリスト）等によるトー
クショー、踊正太郎さ
んによる津軽三味線演
奏、東京都立府中けや
きの森学園和太鼓部に
よる和太鼓演奏が行わ
れ、出演者も来場者も
一体となり楽しむこと
ができました。

第36回ふれあいフェスティバルを開催しました

問 福祉保健局障害者施策推進部計画課　TEL 03-5320-4147　FAX 03-5388-1413



特 集 冬の感染症に注意しましょう
インフルエンザは一人ひとりの予防が大切です！
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問 福祉保健局健康安全部感染症対策課
　　インフルエンザの予防について　TEL 03-5320-4347　FAX 03-5388-1432
　　感染性胃腸炎の予防について　　TEL 03-5320-4482　FAX 03-5388-1432

◦東京都インフルエンザ情報サイトもご覧ください
　インフルエンザに関する情報に簡単にアクセスできるスマー
トフォン用情報サイトを開設しています。
　都内のインフルエンザの流行情報や手洗い動画などが、いつ
でも閲覧いただけますので、ぜひご覧ください。
HP http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/flu/index.html

　インフルエンザは、咳やくしゃみに含まれるウイルスを吸い込む
ことや、ウイルスの付着した手で鼻や口を触ることで感染します。
感染した場合、お年寄りや持病のある方は症状が重くなりやすいた
め、これらの方への感染を予防することが大切です。インフルエン
ザを予防するには、「手洗い」、「咳エチケット」が効果的です。
　そこで都は、一人ひとりの予防の大切さをお年寄りを中心に広く
伝えるため、インフルエンザ予防啓発ポスター及びリーフレットを
作成しました。
　都内の医療機関や、保健所等で掲示・配布をしておりますので、
ぜひご覧いただき、インフルエンザの予防にお役立てください。

【啓発ポスター】

感染性胃腸炎にご注意！
　例年、この時期は感染性胃腸炎の発生が多く、注意が必要です。
　一人ひとりが手洗い等を徹底し、感染予防に努めましょう。高齢者や乳幼児の施設においては十分な感
染防止対策をとりましょう。

①�まず一人ひとりが手洗いをきちんと行うことが大切です。特に排便後、調理や食事の前には、その
都度、石けんと流水で十分に手を洗いましょう。

②�カキなどの二枚貝を調理する時は、中心部まで十分に加熱しましょう（中心部が85～ 90℃で90秒
間以上の加熱＊が必要です。）。
　＊「大量調理施設衛生管理マニュアル」（厚生労働省）より
③吐物やふん便は、次亜塩素酸ナトリウム（塩素系の漂白剤）を使用し、適切に処理しましょう。
④�吐物やふん便を処理する際は、使い捨ての手袋、マスク、エプロンを着用し、処理後は石けんと流
水で十分に手を洗いましょう。

感染予防のポイント

　感染症対策の基本である手洗いや咳エチケットを呼びかける小
池知事のビデオメッセージをYouTube東京都チャンネルなどで
配信していますので、ぜひご覧ください。

放映場所 放映期間
YouTube�東京都チャンネル 放映中
都庁第一本庁舎1階、第二本庁舎1階、議会棟1階　電光掲示板 放映中

（平成29年3月31日まで）都庁第一本庁舎2階　デジタルサイネージ
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問 福祉保健局少子社会対策部保育支援課　TEL 03-5320-4130　FAX 03-5388-1406

保育のおしごと応援フェスタ2017@TOKYOを開催します

TOKYOみみカレッジを開催しました

問 福祉保健局障害者施策推進部計画課　TEL 03-5320-4147　FAX 03-5388-1413

　東京都では、安心して子供を産み育てられる環境の実現のため、待機児童の早期解消を目指し、保育サー
ビスの更なる拡充に取り組んでいます。そのためには保育の担い手である保育人材の皆さん一人ひとりの
力が必要不可欠です。
　そこで、今年度も、「保育のおしごと応援フェスタ2017@TOKYO」として、現役保育士の方はもとより、
潜在保育士の方や保育士を目指す学生さんなど、保育の仕事に興味・関心をお持ちの全ての皆さんを対象
とした、保育の仕事を応援するイベントを開催します。
　保育士さんへの感謝のメッセージや現役保育士によるパネルディスカッション、現場ですぐに役立つセ
ミナー・講演会など保育の魅力を発信する各種プログラムに加え、これから保育所等に就労をお考えの方
のために、都内保育事業者との就職相談会も併せて実施します。たくさんの皆さまのご参加をお待ちして
おります。

◦イベント概要
開催日時　平成29年1月15日（日）10時から17時まで（9時45分受付開始）
会　　場　渋谷ヒカリエ9階 ヒカリエホール
対　　象　 保育士資格をお持ちの方、保育士を目指す学生、保育の仕事に興味

のある方
開催内容　 「ワーキングママ」藤本美貴さんによるトークショー、「カリスマ現

役保育士」てい先生によるパネルディスカッション、保育実技セミ
ナー、就職相談会など

申込方法　 イベント専用ホームページ、事務局の TEL  又は FAX  により受付
事 務 局　「保育のおしごと応援フェスタ2017@TOKYO」事務局
　　　　　TEL 03-6380-8607（平日10時から17時まで）
　　　　　FAX 03-3263-4284
◦イベント専用 HP 　http://hoiku-festa2017.jp

　11月13日（日）、首都大学東京南大沢キャンパスにおいて、「TOKYOみみカレッジ」を開催しました。
　このイベントは、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、聴覚障害者が安心して
東京を訪れることができるよう、東京都と首都大学東京、NECが
協働で、手話及び聴覚障害についての理解と関心を深めることを目
的として開催したものです。
　当日は、学生を中心に、約800名が参加し、学生手話サークル
によるステージ発表や、「中途失聴・難聴」について考える学生参
加型ワークショップ、足立梨花さん等によるラジオ公開録音や、き
いろぐみの手話パフォーマンスなど多彩な内容で、参加者が聴覚障
害や手話についての理解を深めることができました。

東京都保育人材・　
保育所支援センター
キャラクター　ホイクマ

たくさんのみなさんの
ご参加をお待ちしてい
ます♪
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TOKYO SOCIAL FES 2016 ～福祉の学園祭を開催しました

「麻薬・覚醒剤乱用防止運動東京大会」を開催しました

福祉保健局ホームページに「イベントカレンダー」を設置！

問 福祉保健局生活福祉部地域福祉推進課　TEL 03-5320-4049　FAX 03-5388-1403

　11月13日（日）、四谷に所在する上智大学にて、1日で福祉がまるわか
り・日本初！福祉の学園祭「TOKYO SOCIAL FES 2016」を開催しました。
本イベントは昨年度まで「介護のコト体験フェア」として東京国際フォー
ラムで開催していた内容を、障害や保育分野に拡大し、まだ福祉について
あまり知識がない学生の方も、楽しみながら福祉を体験できるようにリ
ニューアルの上、実施しています。
　当日は福祉に関する職能団体をはじめ、様々な団体による出展があり、
多くの参加者でにぎわいました。ステージでは、元サッカー日本代表の北
澤豪さん・パラリンピアンの谷（旧姓　佐藤）真海選手の出演による介護
実演や、看護師兼YouTuberの関根理紗さん等若手の医療・福祉従事者
によるパネルディスカッション、リオパラリンピック閉会式で話題の車い
すダンサー・かんばらけんたさん等、名だたるアーティストの共演による
ショーを行いました。
　その他、同じくリオパラリンピック閉会式でフィーチャーされた暗闇の
中の対話エンターテイメント「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」とのタイ
アップや、2015年グッドデザイン大賞受賞の次世代パーソナルモビリティ

「WHILL」、ヴァーチャルリアリティでレビー小体型認知症の疑似体験がで
きる企画等を通じて、福祉を取り巻く最新状況を発信しました。ご来場頂
いた皆様、ありがとうございました。

問 福祉保健局総務部総務課　TEL 03-5320-4032　FAX 03-5388-1400

　福祉保健局では、局の福祉・保健・医療の情報をインターネット上で迅速かつ効果的に提供
するため、福祉保健局ホームページを運用しています。
　このたび、局内の各種イベント・啓発行事・審議会等の開催予定を一覧形式で確認すること
ができる「イベントカレンダー」を局ホームページに設置し、情報提供を開始しました。

　開催予定日ごとに局内の各種イベント等を確認でき、分野による絞込みもできま
すので、ぜひご活用ください。
HP http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/

問 福祉保健局健康安全部薬務課　TEL 03-5320-4505　FAX 03-5388-1434

　11月27日（日）、東京都議会議事堂 都民ホール（新宿区）において、平成
28年度「麻薬・覚醒剤乱用防止運動東京大会」を厚生労働省と共催で開催しま
した。
　同大会は、全国一斉に実施している麻薬・覚醒剤乱用防止運動（10月1日か
ら11月30日まで）の一環として、薬物乱用の根絶を目指して行われたものです。
　当日は、「麻薬・覚醒剤乱用防止功労者」、「薬物乱用防止ポスター・標語選考
入賞者」、「薬物乱用高校生会議活動校」の表彰を行いました。
　また、薬物乱用防止高校生会議に参加した都立足立高等学校及び都立足立西
高等学校の活動成果発表を行うとともに、日本エレキテル連合、薬物に関する
専門家である堀口忠利さんと栗坪千明さんを交えたトークセッションなどを実
施し、青少年やその保護者世代に薬物乱用防止を強く訴えました。
　薬物は、乱用者自身の将来を奪うだけでなく、家族や友人にも被害を及ぼして
しまいます。勇気を持って断ることが何より大切です。東京都は、今後も薬物乱
用の根絶を目指し、普及啓発などの活動を一層推進していきます。

ポスターの部　最優秀賞

多摩市立多摩永山中学校2年
清水　彩人さん

手を出すな！　脳は薬を　忘れない
� 北区立明桜中学校3年　山崎　翔輝さん

標語の部　最優秀賞
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問 健康安全研究センター健康危機管理情報課
TEL 03-3363-3487　FAX 03-5386-7427

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

第70回東京都民生委員・児童委員大会を開催しました

講演会「アトピー性皮膚炎と上手に付き合うために」を開催します

　11月14日（月）、新宿区立新宿文化センター大ホールにおいて、第70回東
京都民生委員・児童委員大会を開催しました。当日は、都内の民生委員・児童
委員約1,800名が出席しました。
　この大会は、多年にわたり顕著な功績があった民生委員・児童委員の表彰を
行うとともに、民生委員・児童委員活動の一層の振興を図ることを目的として
毎年度開催しているものです。

　挨拶に立った川澄副知事は、「民生委員・児童委員の皆様には、常日頃から、地域に根ざし
た相談支援活動に昼夜を分かたず熱心に取り組んでいただいておりますことに、深く感謝申
し上げます。」と述べ、知事表彰として、被表彰者810名の代表者3名に表彰状を授与しました。
続いて、今後一年間の民生委員・児童委員の活動指針となる大会宣言が採択されました。
　また、第2部では、「平穏死のすすめ―悔いなく生き、穏やかな最期を迎えるために―」
と題して、特別養護老人ホーム芦花ホーム常勤医の石飛幸三氏による記念講演を行いま
した。

　アトピー性皮膚炎でお困りの方やご家族をはじめ、保育所や学校、企業等関係者の方、アトピー性皮膚
炎について興味のある方等を対象に、専門の先生をお招きして講演会を開催いたします。たくさんの方の
ご参加をお待ちしております。
講座題目：�「アトピー性皮膚炎と上手に付き合うために～子供から大人まで役立つ知識を学ぼう！～」
日　　時：平成29年2月10日（金）13時から16時30分まで
場　　所：都庁第一本庁舎5階大会議場（新宿区西新宿2-8-1）
内　　容：「アトピー性皮膚炎の基礎知識と対応」（東京逓信病院�副院長兼皮膚科部長�江藤隆史氏）
　　　　　�「スキンケアのポイントと工夫」�

（東京都立小児総合医療センター�看護部専門外来�アレルギーエデュケーター�益子育代氏）
定　　員：500名（入場無料）
申 込 み：�平成29年1月23日（月）必着� TEL、FAX、Eメール、または郵送によりお申込みください。催し名、

氏名（ふりがな）、住所、電話番号、所属（関係者の方のみ）をお知らせください。
　　　　　また、講師に対する質問があれば併せてお知らせください。
　　　　　※手話通訳希望や、車いす利用など特別な配慮が必要な場合はその旨もお知らせください。
申込み先：講演会運営事務局「株式会社�自然堂（じねんどう）」
　　　　　TEL 03-3317-8242（平日9時から17時）　FAX 03-6454-6915　Eメール kouenkai-a@jinendo.biz
　　　　　【郵送】〒166-0004�杉並区阿佐谷南1-34-1�阿佐ヶ谷マンション305
　　　　　　　　 株式会社�自然堂内�講演会運営事務局

※申込み先と問合せ先が異なりますので、ご注意ください。

問 福祉保健局生活福祉部地域福祉推進課　TEL 03-5320-4031　FAX 03-5388-1403

民生委員・児童委員は、地域の身近な相談相手です！

　民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱
を受け、地域の社会福祉の向上のために活動する
無報酬の公務員（都道府県の非常勤・特別職）で、
都内で約１万人が活動しています。高齢者や生活に
困っている方など地域の住民の立場に立って相談
に乗り、行政等の関係機関への橋渡しをしています。

民生委員制度は、
平成29年に、

100周年を迎えます！
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▪老年学・老年医学公開講座「105歳まで生きるには」
日　時　平成29年1月20日（金）13時15分から16時15分まで
会　場　板橋区立文化会館 大ホール
講　師　原田和昌（東京都健康長寿医療センター副院長）ほか
申込み　当日先着1,200人。事前申込は不要。※手話通訳あります
問 東京都健康長寿医療センター広報普及係　TEL 03-3964-1141　FAX 03-3964-1982
HP http://www.tmghig.jp/J_TMIG/kouenkai/index.html

▪福祉職場入門研修
　介護職場で働くための基本を学ぶ3日間
対　象　介護職場への就業に興味、関心のある都内在住の方
日　時　平成29年1月19日（木）から平成29年3月16日（木）のうち3日間（計18時間、10回実施）
会　場　6会場（新宿、練馬、錦糸町、八王子、府中、立川）

定　員　各回30名（受講料無料）
申　込　 電話又は申込書（ HP  で入手）をファクスで福祉職場入門研修事務局（研修会場：三

幸福祉カレッジ）へ　TEL 03-3343-2916　 0120-294-350　FAX 03-3343-
2912へ。

問 東京都社会福祉協議会　TEL 03-6261-3925　FAX 03-6256-9690
HP http://www.tcsw.tvac.or.jp/activity/nyumon.html

▪平成28年　医療従事者の届出
医師・歯科医師・薬剤師の届出票の提出
保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士の業務従事者届の提出
　医師法等の規定により隔年の12月31日現在の届出が必要です。届出用紙は都内保健所で配布しているほか、
医師・歯科医師・薬剤師届については厚生労働省のホームページから、保健師等の業務従事者届については福
祉保健局の HP  からもダウンロードできます。届出は平成29年1月16日（月）までに保健所へ提出してください。
問 医師・歯科医師・保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士及び歯科技工士について
　　福祉保健局医療政策部医療人材課　TEL 03-5320-4434　FAX 03-5388-1436
　　薬剤師について
　　福祉保健局健康安全部薬務課　TEL 03-5320-4503　FAX 03-5388-1434
　　 HP http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kiban/chosa_tokei/iyoujyujitodoke.html

▪平成29年度IT技術者在宅養成講座
対　象　 都内在住で身体障害者手帳1級～ 3級をお持ちで高卒程度の学力があり、在宅で週４日以上、１日

４～６時間の学習が可能な方。
期　間　2年
人　員　5人程度
申込み　 12月20日（火）消印有効。募集要項の請求は120円切手を貼った返信用の封筒（A4サイズ）を同封

し、事前に社会福祉法人東京コロニー職能開発室へ。（ HP  からダウンロードも可能）http://www.
tocolo.or.jp/syokunou/（〒170-0005　豊島区南大塚3丁目43-11 福祉財団ビル6階）詳細は  
HP  で。

問 社会福祉法人東京コロニー職能開発室　TEL 03-6914-0859　FAX 03-6914-0869
　　福祉保健局障害者施策推進部計画課　TEL 03-5320-4147　FAX 03-5388-1413

▪セミナー「子どもたちの未来を育てよう～離婚と子どもを考える～」の開催
日　時　平成29年1月15日（日）13時30分から16時30分まで
場　所　セントラルプラザ12階会議室
対象者　都民であって、ひとり親家庭及び離婚を考えている子のある家庭の父母等
内　容　養育費・面会交流に関する講演及び交流会
問 養育費相談支援センター　TEL 03-3980-4108　FAX 03-6411-0854
　　東京都ひとり親家庭支援センター　TEL 03-5261-1278　FAX 03-5261-1343

お知らせ

▪都医学研都民講座「身近な依存のリスクに気をつけて！」
日　時　平成29年1月31日（火）14時30分から16時まで
会　場　 一橋講堂（東京メトロ半蔵門線、都営三田線、都営新宿線神保町駅徒歩4分／東京メトロ東西線竹橋

駅徒歩4分）
講　師　 池田和隆（東京都医学総合研究所 参事研究員）、青山久美（横浜市立大学附属病院児童精神科 助教)
申込み　抽選で500人。入場無料。※申込は往復はがきかメールで平成29年1月16日（月）（消印有効）まで。
往復はがきは講座名・人数（2人まで）・住所・氏名(ふりがな)・電話番号を書き、〒156-8506（公財）東京
都医学総合研究所普及広報係へ。メールは氏名(ふりがな)、連絡先を明記の上、申込専用アドレスtomin@
igakuken.or.jpまでお申し込みください。件名に「第7回都民講座申込」とご記入ください。
問 公益財団法人東京都医学総合研究所　TEL 03-5316-3109　FAX 03-5316-3150
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▪檜原村職員（保健師）募集
資　格　保健師免許及び正看護師資格取得者で昭和51年4月2日以降に生まれた方
人　員　若干名
採　用　平成28年度
試験日　後日申込者に通知
問 檜原村役場総務課　TEL 042-598-1011　FAX 042-598-1009

▪障害者スポーツイベント「チャレスポ！ TOKYO」を開催します！
　東京都及び公益社団法人東京都障害者スポーツ協会は、多くの方々に障害者スポーツの魅力を知っていた
だくため、参加体験型スポーツイベント「チャレスポ！ TOKYO」を開催いたします。障害のある人もない人
も一緒に楽しんでいただけるプログラムが満載です。
　ご家族でお楽しみいただけます。皆様のご来場をお待ちしております。
日　時　平成29年1月9日（月・祝）10時から17時まで
場　所　東京国際フォーラム　ロビーギャラリー・ホールE（各線有楽町駅徒歩1分）
内　容　◆ パラリンピック競技の体験・展示
　　　　◆ 誰もが気軽に楽しめるレクリエーションスポーツの体験
　　　　◆ トークショー、ダンス体操などのステージイベント
　　　　　 アスリートゲストとして、パラリンピアン・オリンピアンが多数来場！
　　　　 　  ステージイベントには、EXILE ÜSA、EXILE TETSUYA、ふなっしー、ペナルティ（お笑い芸人）

も登場します。
問 チャレスポ！ TOKYO運営事務局　TEL 03-3222-2883（平日11時から18時まで）　
Eメール cs-info@ntve.co.jp　 HP http://www.tsad.or.jp/challespo/

▪東京都社会福祉事業団契約職員（福祉職）の募集
職種・人数　福祉職30名程度
勤　　務　交代制勤務（夜勤、早番、遅番、日勤、宿日直等）
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。
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
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。
申込方法　 平成29年1月5日（木）まで（郵送は1月4日（水）消印有効）に、所定の申込書で下記担当までお申

し込みください。※申込書は HP  から取得できます（ご希望の方は郵送も可）。
試 験 日　平成29年1月15日（日）
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）
　　　　　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。
　　　　　 HP http://job-gear.jp/jigyodan/index.htm
申込み・問合せ先　〒169-0072　新宿区大久保3-10-1-201
東京都社会福祉事業団事務局（採用担当）　TEL 03-5291-3605　FAX 03-5291-3616

◦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

地域交流バドミントン大会　※1 平成29年2月4日(土)　13時～ 14時50分
※足立区総合スポーツセンターにて開催 障害者（中学生以上） 必要（申込期間

：12/4 ～ 1/4）

にこにこエアロビクス　※2 12月24日、平成29年1月14日、3月25日
の土曜日　11時～ 11時50分 障害児者、家族等、地域住民 不要

多
摩

障害者週間記念事業　※3 12月18日（日）9時～ 17時（予定） 障害児者・介護者、地域住民
不要チャレンジスポーツ　※4（ショートテニス） 12月24日（土）13時～ 15時 障害児者・介護者

新春もちつき　※5 平成29年1月8日（日）12時～ 15時（予定） 障害児者・介護者、地域住民
※1　 大会出場経験のある方を対象とした、中・上級者向けのバドミントン大会です。参加には事前の申込みが必要になりますので、

当センター受付又は HP  にて掲載しております申込書にご記入の上、FAX、郵送又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又は HP  にてご確認ください。

※2　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全身を使って遊びましょう！
※3　どなたでも楽しめるイベントが盛りだくさん！家族・友達を誘ってみんなで楽しい時間を過ごしませんか？
※4　 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、ぜひご参加ください！協力：ショートテニス同好会
※５　新年はもちつきから！　お餅をついてみんなで美味しくいただきましょう！
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/

チャレスポ 検索



　10月24日（月）、都内の区市町村が作成したウォーキングコースを紹介するサイト「TOKYO WALKING 
MAP」を開設しました。（ HP http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/walkmap/）
　トップページでは、「区市町村」「主要路線」「歩く時間」から、自分に合ったウォーキングコースを手軽に検索
いただけます。また、各コースの紹介ページではGoogleマップにルートを表示するとともに、区市町村が作成し
たマップのPDF版をダウンロード・印刷することもできます。
　各コースには各区市町村オススメの見どころを掲載しており、今まで知らなかった東京の魅力を再発見しながら
楽しくウォーキングできます。このほか、ウォー
キングを続けるコツや都内の美しい風景を集めた
フォトギャラリー等のコンテンツの掲載とともに、
増加している海外からの旅行者の方等にもご活用
いただけるよう、英語での表示も可能です。また、
サイトはスマートフォンにも対応しています。
　現在の掲載区市町村は5区市ですが、今後順次
追加していきます。多くの皆様のご利用をお待ち
しています。

　都におけるがんによる死亡者数は年々増加しており、都民の死因の第１位となっています。がんによる死亡を
減らすためには、健康的な生活習慣を心掛けるとともに、定期的な検診の受診等により、早期にがんを発見し、
確実に治療につなげることが重要です。
　東京都では、このたび、がん検診の知識が分かりやすく学べる動画を作成いた
しました。企業の検診担当者や保険者等が研修や講演会等を開催する際に、ぜひ
ご活用ください。
〔タイトル〕がん検診受診啓発動画「日比野家の健やかな日々」
〔内容〕�日比野家の男の子、健ちゃんが大好きなモシカモくんと一緒にがん検診に

ついて説明します。
◆第１話『早めが肝心』～がん検診の重要性～
◆第２話『謎はすべて解けた？』～がん検診の受診場所～
◆第３話『ねぇ、誰なのよ？』～がん検診の対象者～
◆第４話『踏み出そう、その一歩』～がん検診の内容と結果について～
◆第５話『変わろう、大切な人のために』～がんを予防する生活習慣～
〔配布先〕保険者、区市町村、関係団体等
〔配信先〕
◆YouTube「東京都チャンネル」 URL https://youtu.be/tJ3etmf-6Tc
◆とうきょう健康ステーション
　 HP http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kensui/gan/torikumi-tomin/douga-2/index.html
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  1日  第65回「こどもの碑」慰霊祭
  2日   第5回東京都健康安全研究センター環境保健衛生シンポジ

ウム「ゼロから学ぶ放射線の基礎知識」
  動物譲渡事業PRイベント（～3日）
  4日   「職場で始める！感染症対応力向上プロジェクト」事業説明

会（第2回）
10日  東京都特殊疾病対策協議会
  ふれあいナースバンク就職説明会
11日  東京都環境保健対策専門委員会 化学物質保健対策分科会
13日  TOKYOみみカレッジ
  TOKYO SOCIAL FES 2016
   人工肛門・人工膀胱保有者（オストメイト）講習会「泌尿

器系ストーマのオストメイト講習会」
14日  第2回東京都在宅療養推進会議
  第70回東京都民生委員・児童委員大会
  第一本庁舎・都立施設をブルーにライトアップ（～16日）
15日  第30回東京都老人クラブ大会
16日   第144回老年学・老年医学公開講座「今日からできる！サ

ルコペニア・フレイル予防法―筋力低下と虚弱を防ぐ―」
17日   第25回東京都監察医務院公開講座
   高田馬場駅前における新宿区・東京都子供家庭総合センター

合同　子供の健やかな育ちを支えるキャンペーン
  東京都地方精神保健福祉審議会

18日  ふれあいナースバンク就職相談会
   HIV/エイズ啓発ライブイベント「Words of Love ～ Let’

s talk about HIV/AIDS～」
  心のバリアフリー・情報バリアフリー研究シンポジウム
22日  待機児童解消に向けた緊急対策会議
23日  Tokyo健康ウオーク2016
  保育士就職支援研修・就職相談会
  池袋エイズフェス＇16
  ピンクリボンの湯2016
  東京都小児がん診療連携協議会「子どものがんを考える」
24日  第2回食の安全都民講座「今日から実践！ノロウイルス対策」
  第2回東京都保健医療計画推進協議会
25日  福祉インフラ民有地マッチング協議会
  未成年者喫煙防止ポスターコンクール表彰式
27日  麻薬・覚醒剤乱用防止運動東京大会
  薬物乱用防止ポスター・標語表彰式
28日  企業向け普及啓発セミナー
  「心のバリアフリー」普及啓発ポスターコンクール表彰式
  第一本庁舎を赤色にライトアップ（～12月15日）
  東京都児童福祉審議会第4回本委員会
29日  東京都福祉のまちづくり事業者団体等連絡協議会
   東京都健康安全研究センター公開セミナー「都民生活の安

全を守る～試験検査の最前線～」

11
月
の
動
き

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。

問 福祉保健局保健政策部健康推進課　TEL 03-5320-4356　FAX 03-5388-1427

ウォーキングしながら、東京の魅力を再発見！
～特設サイト「TOKYO WALKING MAP」を開設しました～

がん検診受診啓発動画「日比野家の健やかな日々」を作成しました！

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

東京都がん検診啓発
キャラクター
「モシカモくん」

東京都がん検診啓発キャラクター
「モシカモくん」と健ちゃん

スマートフォ
ン等からアク
セスできます

トップページ コース紹介ページ スマートフォン画面
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