
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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　7月 27日（木）から 7月 31日（月）まで、西武
池袋本店において、「第 32回東京都障害者総合
美術展」を開催しました。
　この美術展は、障害者の芸術・文化活動への
参加及び優れた才能の発掘・育成を通じて障害
者生活を豊かにし、自立と社会参加を促進する
とともに、障害者への理解を深めることを目的
として毎年開催しています。
　7月 27日（木）には、高円宮妃殿下のご臨席を
賜り、表彰式を執り行いました。入選作品約 200
点の中から最優秀賞に輝いた清水峰男さんに梶
原洋福祉保健局長から賞状が手渡されると、受
賞者の皆さんに盛大な拍手が送られました。

　



9月15日から21日までは「老人週間」です

　社会に長年尽くしてこられた高齢者を敬愛し、長寿をお祝いするとともに、広く都民の方々に福祉についての関
心と理解を深めていただくため、9 月 15 日の老人の日と老人週間を中心に、各種施設の無料公開と入場料の割引
が行われます。

※窓口で年齢の分かるものを提示してください。詳細は、各施設へお問合せください。
「老人週間」施設等の無料公開と割引一覧

福祉保健 8月号 3

　問

　

03-5388-1395問 福祉保健局高齢社会対策部在宅支援課  03-5320-4275

対象施設 電話番号 対　象 日　程 内　容

無

料

恩賜上野動物公園 03(3828)5171

60 歳以上
※介助が必要な場
合、付添者 1人可

9/15（金）～ 9/21（木）

公園等の入場無料（期間中休園日無）井の頭自然文化園 0422(46)1100
多摩動物公園 042(591)1611 公園等の入場無料　※ 9/20（水）休葛西臨海水族園 03(3869)5152
東京港野鳥公園 03(3799)5031

公園等の入場無料　※ 9/19（火）休夢の島熱帯植物館 03(3522)0281
神代植物公園 042(483)2300
浜離宮恩賜庭園 03(3541)0200

庭園等の入場無料（期間中休園日無）

旧芝離宮恩賜庭園 03(3434)4029
六義園 03(3941)2222
向島百花園 03(3611)8705
旧古河庭園 03(3910)0394
清澄庭園 03(3641)5892
殿ヶ谷戸庭園 042(324)7991
小石川後楽園 03(3811)3015
旧岩崎邸庭園 03(3823)8340
東京都江戸東京博物館 03（3626）9974

65 歳以上の方
※本人のみ 9/18（月・祝）

「常設展」観覧料無料
江戸東京たてもの園 042（388）3300 入園料無料
東京都写真美術館 03（3280）0099 「収蔵展」、「映像展」、「自主企画展」観覧料無料

東京都美術館 03（3823）6921 「企画展　杉戸洋　とんぼ と のりしろ」
観覧料無料

東京都美術館　
公募展 03（3823）6921

70 歳以上の方
※本人のみ

9/15（金）～ 9/17（日）第 55回記念 全展（展覧会期 9/9（土）～ 9/17（日））

9/20（水）・9/21（木）第 60回記念　新協美術展（展覧会期 9/20（水）～ 9/26（火））
9/18（月・祝）～
9/21（木）

第 12回　21美術展
（展覧会期 9/18（月・祝）～ 9/26（火））※9/19（火）休

65歳以上の方
※本人のみ

9/15（金）～ 9/17（日）第 46回　齣展(展覧会期 9/9（土）～ 9/17（日））
9/18（月・祝）～
9/21（木）

第 47回　双樹展
（展覧会期 9/18（月・祝）～ 9/26（火））※9/19（火）休

60歳以上
※本人のみ 9/15（金）～ 9/17（日）第 47回　純展（展覧会期 9/10（日）～ 9/17（日））

年齢不問 9/20（水）・9/21（木）第 102 回記念　書教展（展覧会期 9/20（水）～ 9/26（火））

入
場
割
引

東京都美術館　
公募展 03(3823)6921

70 歳以上の方
※本人のみ 9/15（金）・9/16（土）

再興第 102 回　院展
（展覧会期 9/1（金）～ 9/17（日））※ 700 円

65 歳以上の方
※本人のみ

第 53回　主体展
（展覧会期 9/1（金）～ 9/17（日））※ 500 円

東京都交響楽団主催
の演奏会 0570-056057 65 歳以上※本人のみ

●第 839 回定期演奏会
Cシリーズ

　 9/10（日）
　東京芸術劇場コン
サートホール

　 14 時開演

両日ともに　指揮 / 大野和士　ソプラノ / 林正子　テ
ノール /吉田浩之　バリトン /ディートリヒ・ヘンシェル　
合唱 /スウェーデン放送合唱団
●ハイドン：オラトリオ《天地創造》Hob.XX Ⅰ :2
チケット定価より３割引き
（S～ C席）※ 200 席限定
（S 席 5,950 円、A 席 5,250 円、B 席 4,550 円、C 席
3,850 円）申込 /HP か窓口購入、電話で都響ガイド
TEL0570-056057へ。

※HPは「シルバー割引」を選択、窓口・電話は「シルバー
割引利用」と告げてください。

●第 840 回定期演奏会
Bシリーズ

　 9/11（月）
　 サントリーホール
　 19 時開演

特 集

2 福祉保健 8月号

東京発「ヘルプマーク」が全国共通マークに！

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

　平成 24年に東京都が作成した「ヘルプマーク」が、7月 20日（木）に JIS Z8210（案内用図記号）に登
録となりました。
　東京都では、都営交通等でヘルプマークの配布や優先席へのステッカー標示等を行ったり、区市町村
や民間企業等と連携し、ヘルプマークの普及啓発に取り組んできました。今後も、多様な主体が多様な場
所でヘルプマークを活用・啓発できるように作成した「ヘルプマーク作成・活用ガイドライン」の活用
促進など、更なる啓発を進めていきます。
　ヘルプマークが全国共通のマークとなったことで、全国でヘルプマークを見かける機会も増えてくる
ことが期待されます。ヘルプマークを身に着けた方を見かけた場合は、電車・バス内で席を譲る、困って
いるようであれば声をかける等、思いやりのある行動をお願いします。

■ヘルプマークとは
　義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初期の方など、外見からは分から
なくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせる
ことができるマークです。

■ヘルプマークを身に着けた方を見かけたら
○電車・バスの中で、席をお譲りください。
　外見では健康に見えても、疲れやすかったり、つり革につかまり続けるな
どの同じ姿勢を保つことが困難だったりする方がいます。外見からは分から
ないため、優先席に座っていると不審な目で見られ、ストレスを受けること
があります。

○駅や商業施設等で、声をかける等の配慮をお願いします。
　交通機関の事故等、突発的な出来事に対して臨機応変に対応することが困難な方や、立ち上が
る、歩く、階段の昇降などの動作が困難な方がいます。

○災害時は、安全に避難するための支援をお願いします。
　視覚障害者や聴覚障害者等の状況把握が難しい方、肢体不自由者等の自力での迅速な避難が
困難な方がいます。

　    　　
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/shougai_shisaku/helpmark.html
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4 福祉保健 8月号

「民生委員制度創設100周年記念全国民生委員児童委員大会」を開催しました！

　7 月 9 日（日）、東京ビッグサイトにおいて、全国か
ら約 10,000 人の民生・児童委員が参加し、「民生委員
制度創設 100 周年記念全国民生委員児童委員大会」が
開催されました。本大会は、民生委員制度の源といわ
れる済世顧問制度の創設から 100 周年に当たる記念大
会で、天皇皇后両陛下のご臨席の下、塩崎恭久厚生労
働大臣や小池百合子都知事も出席されました。

　式典で小池都知事は「民生委員の皆様が日々取り組
まれている地道で献身的な活動は、地域福祉行政を担
う私どもにとって、大変大きな力となっております。」
と感謝の意を述べました。
　式典では、民生委員制度創設 100 周年を振り返る映
像が上映されたほか、長年にわたり顕著な功績があっ
た民生委員に対し、厚生労働大臣特別表彰等の贈呈が
行われました。
　また、翌日 10日（月）には、都内 6つの会場において、
テーマ別研修が行われ、全国の民生委員が日頃の活動
内容等を発表しました。

リレー・フォー・ライフ・ジャパン2017東京上野を開催します！

　9月 30日（土）から 10月 1日（日）まで、上野恩賜公園にて、チャリティーウォーキングイベントを開催します。
都民の皆さんやがん患者の方・ご家族の方々がチームを作って、交代で会場を 24 時間歩きながら、がん予防・が
ん征圧・がん患者支援の想いを共有します。
　会場では、音楽やトークショー、パフォーマンスなどのステージイベント、セレモニーも行われます。また、ブー
スでは、ゲームなどで遊びながら、がんについて学ぶことができます。皆さんも楽しみながら、がんについて学ん
でみませんか。
　実行委員会顧問であるアグネス・チャンさんも参加されます。ぜひお立ち寄りください。

　

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

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

■日　　時　9月 30日（土）12時から 10月 1日（日）12時まで
■場　　所　上野恩賜公園・噴水広場
■問合せ先　リレー・フォー・ライフ・ジャパン東京中央実行委員会　　　03-6903-6088
　　http://relayforlife.jp/tokyo-ueno/

イベントについて

“広がれ、元気っこ活動”都内10団体にニッセイ財団から助成

野菜をおいしく、バランスよく食べようwithミルク!
～9月に東京都食生活改善普及運動を実施します～

　6月 30日（金）、都庁第二本庁舎において、公益財団法人日本生
命財団（ニッセイ財団）から“広がれ、元気っこ活動”（子ども自身が
主人公となって行う自然体験や、療育支援活動、地域の子育て支援
活動等）団体へ助成金の贈呈式が開催されました。この助成は、毎
年、全国都道府県知事に候補団体の推薦依頼があり、ニッセイ財団
から民間団体に対して行われています。
　当日は梶原洋福祉保健局長、坂本尚史生活福祉部長、松山祐一少
子社会対策部長、高原俊幸障害者施策推進部長の立会いの下、ニッ
セイ財団伯井穗文常務理事事務局長から、特定非営利活動法人ポ
コポコ・ホッピングをはじめ 10 団体に、助成金の目録が贈られ
ました。その後の懇談会では、各団体から日頃の活動についてお話を伺い、積極的な意見交換が行われました。

　生活習慣病予防のために 1日に摂りたい野菜の量は 350ｇですが、都民の男性では約 2／ 3の人が、女性では
約 3／ 4の人が目標量に達していません。また、20から 30歳代では、たんぱく質及びカルシウム摂取量が 60
歳代以上に比べて少なくなっています。
　そこで、東京都では、東京都健康推進プラン 21（第二次）に基づき、区市町村や関係団体等と連携しながら、「野
菜をおいしく、バランスよく食べようwith ミルク！」をテーマとし、野菜及び牛乳・乳製品の摂取量の増加を目
指して、9月に食生活改善普及運動を実施します。

福祉保健 8月号 5

問 福祉保健局保健政策部健康推進課 03-5320-4357 03-5388-1427

東京都健康づくり推進キャラクター
ケンコウデスカマン

「東京都幼児向け食事バランスガイド」コマ

東京都健康推進プラン２１
マスコット　プランちゃん

　
問 福祉保健局生活福祉部地域福祉推進課　

　
03-5320-4045　 03-5388-1403

　詳しくは、福祉保健局　   「とうきょう健康ステーション」をご覧ください。
とうきょう健康ステーション　食生活改善普及運動
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出典：東京都民の健康・栄養状況（平成 27年国民健康・栄養調査　東京都・特別区・八王子市・町田市実施分集計結果）より

20 から 30歳代は
野菜や乳製品が
不足しがちです！

都庁第一本庁舎 1階アートワーク台座での『野菜たっぷりバランスランチ・弁当』の写真＆
レシピ展示（9月 8日（金）から 14日（木）まで）
学生や関係団体から募集した『野菜たっぷりバランスランチ・弁当』レシピを福祉保健局
HP「とうきょう健康ステーション」に掲載（9月上旬予定）
都庁職員食堂、都議会議事堂レストラン等での『野菜たっぷりバランスランチ・弁当』の提
供（9月 11日（月）から 14日（木）まで（調整中））
保健政策部健康推進課窓口での「東京都幼児向け食事バランスガイド」コマ及びパネル展示
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

★東京都の取組予定★
「野菜をおいしく、バランスよく食べよう」 with ミルク！
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「民生委員制度創設100周年記念全国民生委員児童委員大会」を開催しました！

　7 月 9 日（日）、東京ビッグサイトにおいて、全国か
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リレー・フォー・ライフ・ジャパン2017東京上野を開催します！
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★東京都の取組予定★
「野菜をおいしく、バランスよく食べよう」 with ミルク！
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東京都子供・子育て会議　都民委員を募集します！

平成29年度認知症シンポジウムの開催
「認知症予防を考える　～食と栄養、運動の視点から～」
　東京都は、認知症に対する正しい理解の促進のため、毎年 9月にシンポジウムを開催しています。
　今回は、標記のテーマについて行い、認知症予防についてより深く学んでいきます。
日　　時　9月 24 日（日）13時 30 分から 16時 30 分まで
会　　場　都庁第一本庁舎　5階大会議場
定　　員　500 名　※参加無料
内　　容　◯基調講演　「認知症予防　～食と栄養、運動の視点から～」
　　　　　　講師：桜美林大学　老年学総合研究所　所長　鈴木隆雄　氏
　　　　　◯実践報告　「認知症予防へ向けた運動　コグニサイズについて」
　　　　　　講師：国立長寿医療研究センター　土井剛彦　氏
申込方法　往復はがき又はファックスで以下の内容を記入し、認知症シンポジウム事務局宛てにお申し込みください。

①住所、②氏名（ふりがな）、③年齢、④職業、⑤電話番号、⑥ファクス番号、⑦車いす利用の有無、⑧点字
資料、拡大文字資料や手話通訳、要約筆記等の希望の有無
※当日、介助者等の同行があり、座席が必要な場合は、あらかじめご連絡ください。

申込締切　8月 31 日（木）（消印有効）

問 福祉保健局少子社会対策部計画課　 03-5320-4138
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/soshiki/syoushi/syoushi/oshirase/boshu_tominiin2017.html

03-5388-1406
　

問 【申込みについて】
認知症シンポジウム事務局（株式会社ナッソーインターナショナル内）
〒169-0075　新宿区高田馬場1-29-7　スカイパレスビル305 　　03-5155-3975　　03-5155-3976
【内容について】
福祉保健局高齢社会対策部在宅支援課  　　03-5320-4276　　03-5388-1395

　

　

03-5388-1400問 福祉保健局総務部職員課
　 E-mail　

　
S0000191@section.metro.tokyo.jp

　 03-5320-4023
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/saiyou/works/gyoumusetsumeikai/290930.html

　

　東京都では、平成 27年 3月に策定した「東京都子供・子育て支援総合計画」の進捗や評価などについて審議す
るために「東京都子供・子育て会議」を設置しており、保育所や幼稚園を利用されている保護者の方など子育て当
事者の声を計画に反映させるため、都民委員に参加していただいております。
　このたび、現委員の任期が満了となるため、以下のとおり会議にご参加いただく都民委員を募集します。
募集人数　2名
任　　期　委嘱の日から 2年間
資　　格　以下の①から③の全てに該当する方
　　　　　①都内在住の満 20歳以上の方（公務員を除く。年齢は平成 29年 4月 1日現在。）
　　　　　②3ヶ月に 1回程度開催予定の会議に出席できる方
　　　　　③平成 29年 4月 1日現在、18歳未満の子供を養育している方
応募方法　9 月 30 日（土）（消印有効）までに、「東京都子供・子育て会議委員への応募動機」についてまとめた作
　　　　　文（400 字以上 800 字以内）と、略歴書（福祉保健局　  からダウンロード）を郵送してください。
応 募 先　〒163-8001　新宿区西新宿 2-8-1　福祉保健局少子社会対策部計画課

 　

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　9月 30 日（土）13時 30 分から 17時まで
会場　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　9月 27 日（水）までに、福祉保健局　　掲載の申込書を　　又は　　にてお送りください。
備考　服装自由、当日参加可、入退出自由

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 52年 4月 2日以降に生まれた方
人員　若干名　　採用　平成 29年度　　試験日　後日申込者に通知
問 檜原村役場総務課　　　042-598-1011　　　042-598-1009　

保健師免許及び正看護師資格取得者で昭和 52年 4月 2日以降に生まれた方
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　東京都では、平成 27年 3月に策定した「東京都子供・子育て支援総合計画」の進捗や評価などについて審議す
るために「東京都子供・子育て会議」を設置しており、保育所や幼稚園を利用されている保護者の方など子育て当
事者の声を計画に反映させるため、都民委員に参加していただいております。
　このたび、現委員の任期が満了となるため、以下のとおり会議にご参加いただく都民委員を募集します。
募集人数　2名
任　　期　委嘱の日から 2年間
資　　格　以下の①から③の全てに該当する方
　　　　　①都内在住の満 20歳以上の方（公務員を除く。年齢は平成 29年 4月 1日現在。）
　　　　　②3ヶ月に 1回程度開催予定の会議に出席できる方
　　　　　③平成 29年 4月 1日現在、18歳未満の子供を養育している方
応募方法　9 月 30 日（土）（消印有効）までに、「東京都子供・子育て会議委員への応募動機」についてまとめた作
　　　　　文（400 字以上 800 字以内）と、略歴書（福祉保健局　  からダウンロード）を郵送してください。
応 募 先　〒163-8001　新宿区西新宿 2-8-1　福祉保健局少子社会対策部計画課

 　

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　9月 30 日（土）13時 30 分から 17時まで
会場　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　9月 27 日（水）までに、福祉保健局　　掲載の申込書を　　又は　　にてお送りください。
備考　服装自由、当日参加可、入退出自由

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 52年 4月 2日以降に生まれた方
人員　若干名　　採用　平成 29年度　　試験日　後日申込者に通知
問 檜原村役場総務課　　　042-598-1011　　　042-598-1009　
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東京都障害者スポーツセンター

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」
日時　9月 24日（日）13時 30分から 16時 30分まで
会場　八王子労政会館（八王子市明神町 3-5-1）
備考　参加希望の方は、直接会場へお越しください。

問 東京都障害者総合スポーツセンター
　　　 http://tsad-portal.com03-3907-5631　 03-3907-5613　
東京都多摩障害者スポーツセンター　　

　　　 042-573-3811　 042-574-8579　 http://tsad-portal.com

問 日本オストミー協会東京都協議会　　　　03-5272-3550　　　 03-5272-3550
福祉保健局障害者施策推進部計画課　　　03-5320-4147　　　 03-5388-1413

問 福祉保健局障害者施策推進部計画課
〒163-8001新宿区西新宿2-8-1　　　  03-5320-4147　        03-5388-1413　

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/koza/shuwakoushuukai/index.html

　

　
　 　

中途失聴者・難聴者手話講習会
対　象　都内在住・在勤の中途失聴・難聴の方
日時・場所　①多摩会場　9月 22日（金）から平成 30年 3月 2日（金）までの金曜日（全 22回）13時 30   
　　　　　　分から、多摩障害者スポーツセンターなどで。

②三田会場　9月 29日（金）から平成 30年 3月 16日（金）までの金曜日（全 22回）18時 30
分から、東京都障害者福祉会館で。

定　員　各会場、入門・初級・中級・上級コース各 15名（初級は三田会場のみ）。
面　接　多摩会場：9月 22日（金）、三田会場：9月 29日（金）
受講料　テキスト代 1,500 円
申込書の入手　住所・氏名・電話（　　）番号・「中難手話講習会受講希望」と明記し、　　又はハガキにて下記へ。
　　　　　　　福祉保健局　　からもダウンロードできます。
申　込　申込書を 9月 7日（木）（消印有効）までに下記へ。詳細は、福祉保健局　　をご確認ください。

開催名 開催日 ・ 時間 対象者 申込

総　
合

はじめよう！フライングディスク入門 ※1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

障害児者第30回はばたき陸上大会※2 10月8日(日)
※板橋区立新河岸陸上競技場にて実施

9月23日、11月25日、12月23日(祝)、1月27日、2月24日の土曜日
13時15分～14時45分

チャレンジスポーツ(ボッチャ)※3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10月14日(土)13時～15時 必 要(申込期間：
9/2～9/23)

必 要(申込期間：
8/8～9/8)

多　
摩

納涼祭※4 8月26日（土）13時～20時（予定） 障害児者・介護者
地域住民 不要リズムタイム※5 9月9日（土）12時～13時

チャレンジスポーツ（ボッチャ）※6 9月23日（土）13時～15時 障害児者・介護者

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」を開催します。障害のある方もない方も一緒に楽
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　9 月 18日（月・祝）10時から 17時まで（入場無料）
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を含む障害者スポーツの体験・展示
　　　◆ 体力測定やニュースポーツを体験できるスポーツ発掘ゾーン
　　　◆ トークショーなどのステージイベント　など
　今後、イベントの内容やゲストが決定次第、　　を更新していきます。　　

問 チャレスポ！TOKYO運営事務局　　　03-3222-2932（平日11時から18時まで）
 cs2017-info@ntve.co.jp

　
http://tsad-portal.com/challespo2017/

　

　今後、イベントの内容やゲストが決定次第、　　を更新していきます。　　チャレスポ

E-mail　

必 要(申込期間：
8/12～9/2)

※1　これからフライングディスクを始めたい方を対象に、投げ方を学び、ターゲットを狙います！　
※2  初めて出場する方も安心して参加できる陸上競技の大会です。
※3　センタークラブ (ボッチャ )のメンバーと一緒に、スポーツを楽しみましょう。
(※1～ 3　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　   にて掲載しております申込書にご記入の上、　   、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　   にてご確認ください。)　
※4　毎年恒例の夏祭りです。模擬店、盆踊り、イベント‥夏休みの最後にみんなで楽しみましょう！　詳細についてはお問い合わせください。　
※5　リズムに合わせて身体を動かします。あなたは何曲マスターできるかな？　
※6　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：東京多摩ココナ
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子育て応援 Tokyo プロジェクト 2017in 日の出
健康食品による健康被害事例専門委員会
情報選定専門委員会
第 1回「東京都小児医療協議会」
エイズ診療協力病院運営協議会
第 1回東京都在宅療養推進会議
第 2回救急医療機関認定審査会
認知症高齢者グループホーム整備に係るマッチング事業説明会
難病・重度障害者コミュニケーション支援講座
民生委員制度創設 100周年記念全国民生委員児童委員大会（～
10日）
第八期東京都障害者施策推進協議会　第 1回専門部会
食の安全調査隊第 2回「ノロウイルス食中毒を防げ !」
第 21回東京都障害者就労支援協議会
第 1回東京都へき地医療対策協議会
関東甲信越地区婦人保護事業研究協議会
第 57回関東ブロック母子生活支援施設研究協議会
第 11期東京都福祉のまちづくり推進協議会　第 4回専門部会
第 1回東京都周産期医療協議会
保育士就職支援セミナー（～ 17日）
福祉の仕事　就職フォーラム
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

東京都保健医療計画改定部会
第 3回東京都障害者差別解消支援地域協議会
第 1回東京DMAT運営協議会
第 1回東京都医療費適正化計画検討委員会
第 2回東京都高齢者保健福祉計画策定委員会
第 1回東京都災害医療協議会
東京都児童福祉審議会
第 2回東京都地方精神保健福祉審議会
第 32回障害者総合美術展（～ 31日）
都医学研都民講座（第 3回）「ものわすれ、脳とこころの楽屋裏」
東京都地方独立行政法人評価委員会　第 3回高齢者医療・研究
分科会
第 2回東京都地域福祉支援計画策定委員会
第 1回東京都脳卒中医療連携協議会
健康安全研究センター夏休み子供セミナー
第 1回東京都医療審議会
東京都保健師業務説明会
東京都職員Ⅱ類（福祉職）業務説明会
肝炎市民公開講座「肝臓病を克服するポイント」
第 1回東京都食品安全情報評価委員会
第 1回東京都医療安全推進協議会
第 1回救急医療対策協議会

9月9日は救急の日　～救急の日シンポジウムを開催します～
　「救急の日」及び「救急医療週間」の行事として、今年度は、「応急手当」をテーマにシンポジウムを開催します。け
が人や急病人が発生した場合、その場に居合わせた人（バイスタンダー）による速やかな応急手当が救命につなが
ります。応急手当について理解を深め、私たちにできることを一緒に考えてみませんか。たくさんの方のご参加を
お待ちしております。
日　時　9 月 8日（金）　15時から 17時まで（予定）
会　場　都庁第一本庁舎　5階大会議場（事前申込不要・参加無料）
内　容　1　救急医療関係功労者知事感謝状贈呈式
　　　　2　救急の日シンポジウム
　　　　　  テーマ    『応急手当で救える命－もっと安全、もっと安心な東京』
　　　　　　　　　　 ・基調講演　武田　聡　氏　（東京慈恵会医科大学　主任教授）
　　　　　　　　　　・法律専門家や女性消防団員、行政等によるパネルディスカッション
　　　　3　併設イベント
　　　　　　・「救急受診ガイド」ウェブ版体験、東京DMAT関連資器材等の展示
 

九州北部豪雨災害に対する義援金
　東京都では、九州北部豪雨により被害を受けた被災地への義援金を募集しています。
　義援金は、8 月 31 日（木）まで口座振込により受け付けています。ご協力をお願いします。
　詳しくは、福祉保健局　　をご覧ください。

　
問 福祉保健局指導監査部指導調整課
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/soshiki/shidou/shidou/oshirase/H29gienkin.html

 03-5320-4192  03-5388-1416

救急医療及び救急業務に対する正しい理解と認識とを高めるため、9月 9日は「救急の日」
とされています。この日を含む日曜日から土曜日までを「救急医療週間」として全国で様々
な事業が行われます。

救急の日とは
　
問 福祉保健局医療政策部救急災害医療課

　
03-5320-4427 03-5388-1441

金融機関　　みずほ銀行　 預金種目　　普通　
支 店 名　　東京都庁出張所 口座番号　　1067144　
店 番 号　　777  口 座 名　　平成 29年九州北部豪雨東京都義援金
 　

1 日
3日
4日

5日
7日
8日
9日

10日
11日

13日

15日
17日
18日
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