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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

福祉保健

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。

➡

今
月
の
主
な
内
容

10月・11月は「里親月間」です
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問 福祉保健局少子社会対策部育成支援課　TEL 03-5320-4135　FAX 03-5388-1406
HP http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/satooya/seido/hotfamily/index.html

　都内には、親の病気や離婚、虐待などの様々な事情により、親と一緒に暮らすことのできない子供が約
4,000人います。このような子供たちを自らの家庭に迎え入れ、家庭的な環境で育てているのが ｢里親｣ で
あり、東京都では里親制度の普及に取り組んでいます。
　「養育家庭」は里親制度の一つであり、養子縁組を目的とせずに一定期間子供を育てる家庭です。この機
会に養育家庭について理解を深めてみませんか。

　里親制度や体験発表会の詳細は、福祉保健局 HP  をご覧ください。

◦養育家庭体験発表会を開催
　都内各地で養育家庭の体験発表会を開催します。養育家庭制度の説明だけでなく、養育家庭として
子供を育てた方やそこで生活していた里子の方の話を聞くこともできます。ぜひご参加ください。

◦養育家庭になるための主な要件
◦児童の養育についての理解や熱意、児童に対する豊かな愛情を有すること
◦養子縁組を目的としないこと
◦経済的に困窮していないこと、かつ、世帯収入が生活保護基準以上であること
◦ 配偶者がいない場合には、成人の親族若しくは親族以外の同居者である補助

者がいること
　 （親族以外の同居者は、同居状態の継続性・安定性を十分に考慮。また特段の

事情がある場合は、単身も可能）
◦家族の構成に応じた適切な居住要件であること 等
※ 短期間のみの養育を行う家庭も募集しています。また、子供の養育中は、東

京都から養育費が支払われます。
「ほっとファミリー」は
養育家庭の愛称です

ほっとファミリー 検索

福祉保健Web版
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ピンクリボンin東京2018を開催します！特 集

　10月は乳がん月間です。東京都では月間中、区市町村や関係団体と連携し、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！

日時　�10月28日（日）10時から13時30分まで
会場　�町田市民フォーラム３階ホール及び視聴

覚室（町田市原町田4-9-8　サウスフロ
ントタワー町田内）

内容　�◦専門医による講演会
　　　◦�医師と藤森香衣さん（乳がん経験者）に

よるトークショー
　　　◦ブース出展
　　　◦乳がん視触診モデル体験�等
申込み　�講演会とトークショーは事前申込制

（定員180名）
申込期間　10月21日（日）まで
申込方法
電話：�042-724-5656（町田市イベントダイヤル）

（7時から19時まで、年中無休）
Web：�町田市イベント申込システム「イベシス」

（24時間受付）
HP �https://www.event-sys.call-center.jp/
WebEntry/machida/EventSearch.aspx

　　※イベントコード「180914B」

日時　�11月18日（日）12時30分から15時30分
まで

会場　�板橋区立文化会館大会議室�
（板橋区大山東町51-1）

内容　◦生稲晃子さんによる講演会
　　　◦医師と乳がん経験者によるトークショー
　　　◦ブース出展
　　　◦乳がん視触診モデル体験�等
申込み　�講演会とトークショーは事前申込制

（定員200名）
申込期間　11月9日（金）まで
申込方法
電話：03-5308-0812（平日9時から17時まで）
FAX：03-3991-6970
ハガキ：�〒176-0002　練馬区桜台5-9-7�

（有）セブンティーンプロジェクト内�
ピンクリボンin東京・板橋区2018運
営事務局宛

メール：pinkribbon@aurora.ocn.ne.jp
※�FAX、ハガキ、メールの場合は、①氏名、②
住所、③電話番号、④年代をご記入の上、お
申し込みください。

※�申込者多数により参加不可の場合のみ、事務
局からご連絡します。

※�託児室を設置します（4か月以上の未就学児
が対象、定員6名、申込順）。託児室の利用を
ご希望の方は、イベントお申込みの際にお知
らせください。

問 福祉保健局保健政策部健康推進課　TEL 03-5320-4363　FAX 03-5388-1427
HP �http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kensui/gan/

　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� HP「と
うきょう健康ステーション」の「受けよう！がん検診」をご覧ください。

2018.10.28   10:00〜13:30【雨天決行】

ピンクリボン in 東京・町田市 2018

場 所
町田市民フォーラム  3 階  ホール／視聴覚室
東京都町田市原町田 4-9-8（サウスフロントタワー町田内）
JR 横浜線町田駅から徒歩約 5 分　小田急線町田駅から徒歩約 8 分

専門医による
講演会

ドクターの安心
トーク

ブース出展
（資料の配布・パネル展示）

乳がん検診や治療に携わる
専門医による講話。

乳がん専門医や経験者による
クイズ形式のトークショー。

東京都や町田市の他、ピンクリボン
活動等に取り組む団体が出展。

40 歳になったら、
2 年に 1 回  乳がん検診を受けましょう。

東京都乳がん検診
普及啓発事業

公式キャラクター

モモ

日

イベントのプログラム・会場・出展団体等は変更することがございます。

講演会・トークショーの申し込み

イベントに関する問合せ

申込期間：平成 30 年9 月14 日（金曜日）12:00から
　　　　　　10 月21日（日曜日）まで
電話：町田市イベントダイヤル 042-724-5656
　　　（7:00～19:00  年中無休）
WEB：町田市イベント申込システム
　　　「イベシス」（24 時間受付）
　　　イベントコード「180914B」

町 田 市 保 健 所
健 康 推 進 課 TEL：042-725-5178

TEL：03-5320-4363東 京 都 福 祉 保 健 局
保 健 政 策 部 健 康 推 進 課

事前申込制
申し込みは、

町田市イベントダイヤル、
または「イベシス」まで！

主催：東京都・町田市
後援：厚生労働省・公益社団法人東京都医師会・公益社団法人東京都歯科医師会・公益社団法人東京都薬剤師会・公益社団法人東京都看護協会・公益財団法人日本対がん協会
特別協力：ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社
協力：アフラック生命保険株式会社・NPO法人ブレイブサークル運営委員会・FC町田ゼルビア・公益財団法人東京都予防医学協会・認定NPO法人乳房健康研究会

イベシス 検 索

受けよう！がん検診 検索

40歳になったら、2年に1回、乳がん検診を受けましょう！

ピンクリボンin東京・板橋区2018ピンクリボンin東京・町田市2018
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　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、聴覚障害
者が、安心して東京を訪れることができるよう、東京都と公立大学法人
首都大学東京、日本電気株式会社（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たイベントを開催します。
　タレントトークショーや学生手話サークルのステージ発表、首都大学
東京研究員らによる講演など、多彩なイベントを予定しています。ぜひ
お越しください！
日　時　11月18日（日）10時から16時まで
会　場　首都大学東京南大沢キャンパス（八王子市南大沢1-1）
内　容

　東京都は、医療や福祉に関する電話相談窓口「医
療と暮らしのほっとライン」を開設しました。
　医療機関等において社会福祉の立場から患者さんや
その家族の方々の援助を行う医療ソーシャルワーカー
が、医療や福祉に関する相談を無料でお受けします。
　また、ケアマネージャーなどの関係機関からの相
談も受け付けています。お気軽にご相談ください。

問 福祉保健局医療政策部医療人材課　TEL 03-5320-4441　FAX 03-5388-1436
HP http://www.tokyo-msw.com/news/018/0180904.html

～おもいをことばに ことばをかたちに～　TOKYOみみカレッジを開催します！

「医療と暮らしのほっとライン」を開設しました

問 TOKYOみみカレッジ事務局　TEL 03-6804-2391　FAX 03-6804-1348
　　福祉保健局障害者施策推進部計画課　TEL 03-5320-4147　FAX 03-5388-1413
HP http://tokyo-mimicollege.com/

申込み　ワークショップのみ事前申込み必要（入場無料）
その他　ご来場の方に先着で、手話をモチーフにした2019年カレンダーをプレゼントします。

専用電話番号　TEL 03-6907-1781
受 付 時 間　�第1火曜日13時から16時まで、

第3土曜日10時から13時まで
そ　 の　 他　�相談は無料です。�

秘密は厳守します。

◦学生参加型ワークショップ
　ワークショップA「誰とも話せる、伝えてみよう―異言語こわくないワークショップ―」
　�手話が分からなくても、ボディランゲージでコミュニケーションする方法をゲーム形式で
学びましょう！
　ワークショップB「絵本で手話の扉を開けてみよう」
　�手話が「言語であること」を体験できる場です！手話による絵本の読み聞かせを通して、
手話の魅力を体感しましょう！

◦みみカレ★シアター
　手話や聴覚障害者に関連した映画の上映
◦NEC等による手話や聴覚障害について学ぶブース
◦聴導犬デモンストレーション 等

教室プログラム

◦学生による手話パフォーマンス
◦横山先生のみみカレレクチャー「首都大学東京の聴覚障がい学生支援について」
　演者：横山�正見�氏（首都大学東京特任研究員）、首都大学東京の聴覚障がい学生、支援学生
◦オリ・デフスペシャルトークショー
　オリンピアンやデフリンピアンと東京2020大会の楽しみ方を考えましょう！
　ゲスト：村上�佳菜子�さん（プロフィギュアスケーター）ほか
◦手話バンド「こころおと」ミニライブ 等

ステージプログラム
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　「老人週間」を前にした9月11日（火）、小池
百合子知事は、今年度新たに100歳を迎えられ
た西村㐂美（にしむらきみ）さんを訪問しました。
知事から西村さんへ、祝状と記念品の江戸硝子
の花生をお送りし、長寿をお祝いしました。

問 【臓器提供について】（公社)日本臓器移植ネットワーク　TEL 0120-78-1069（平日9時から17時30分まで）
　　【骨髄バンクについて】（公財）日本骨髄バンク　TEL 03-5280-1789
　　福祉保健局保健政策部疾病対策課　TEL 03-5320-4506　FAX 03-5388-1437

10月は臓器移植普及推進月間・骨髄バンク推進月間です！

百歳訪問

　知事による新たに100歳になる方への訪問
は、100歳の方の元気なお姿を都民の皆様に
お知らせするとともに、多くの高齢者の方々の
励みにしていただくために、毎年行っています。

臓器提供に関する意思表示にご協力ください
～「YES」でも「NO」でも意思表示を！～

骨髄バンクへの登録にご協力ください
～あなたの善意で助かる命があります～

　白血病、再生不良性貧血などの病気の治療には、
骨髄移植や末梢血幹細胞移植が必要とされてお
り、現在、年間約3,000人以上の方が骨髄バンク
での移植を望んでいます。
　そうした患者さんのために、骨髄バンクにド
ナー登録している方は現在48万人以上。しかし、
移植に至るのは年間1,200件程度にとどまります。
　より多くの患者さんを救うために、一人一人の
ドナー登録が役立ちます。骨髄バンクにドナー登
録できるのは、18歳以上54歳以下の健康な方。
登録は、都内の保健所や献血ルームで受け付けて
います。
　骨髄バンクにご理解とご協力をお願いします。
　詳細は、（公財）日本骨髄バンクへ。
HP http://www.jmdp.or.jp
　　�https://www.jmdp-donor-special.jp/（ス
ペシャルサイト）

　日本で臓器提供を待っている方は、約14,000
人。そのなかで移植を受けられる方は、年間約
400人です。
　臓器提供の意思は、健康保険証や運転免許
証、マイナンバーカードや意思表示カード、
インターネットで表示できます。
　「提供する」、「提供しない」のどちらも本人
の大切な意思です。「臓器提供」について、日
頃から家族や大切な人と話しあっておくこと
で、皆さんの意思を生かすことができます。
　詳細は、（公社）日本臓器移植ネットワーク
へ。
HP http://www.jotnw.or.jp

臓器移植 検索
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　監察医務院では、23区内において死因の明らかでない急性死や事故などで亡くなられた方々の検案、解
剖を行い、その死因を明らかにしています。また、この業務を通じて、正確な死因統計、臨床医学や予防医学、
司法領域に寄与するとともに、医療関係者の教育や社会の安寧秩序の維持に貢献しています。
　日々の業務から得られたデータ等の一端を都民の皆様にお伝えし、疾病予防や事故防止にお役立ていた
だくため、下記のとおり公開講座を開催します。たくさんの方のご参加をお待ちしています。

日時　11月8日（木）　開場12時、開演13時
会場　（公財）としま未来文化財団　南大塚地域文化創造館・南大塚ホール（豊島区南大塚2-36-1）
　　　最寄り駅：JR山手線「大塚駅」（南口）徒歩5分、東京メトロ丸ノ内線「新大塚駅」徒歩8分
定員　250名（先着順、申込不要、入場無料）
内容　①講演　13時から15時30分まで　※講演順ではありません。

　平成30年7月豪雨により被害を受けた被災者への支援を実施するため、7月11日（水）から義援金を受
け付け、8月31日（金）に募集を終了しました。
　都民の方をはじめ、多くの個人、団体の皆様から多大なご協力を頂き、誠にありがとうございました。
　これまでにお預かりした義援金は、下記のとおり被災府県に配分しました。

第 27回東京都監察医務院公開講座のお知らせ

平成30年7月豪雨に対する義援金の配分について
平成30年7月豪雨に対する義援金にご協力ありがとうございました

問 福祉保健局指導監査部指導調整課　TEL 03-5320-4192　FAX 03-5388-1416

義援金額（総額）　　9,058万818円
配分先及び配分額　　被災府県の指定口座に送金しました。
◦岐阜県 98万7,331円 ◦広島県 2,215万6,068円
◦京都府 54万3,485円 ◦山口県 144万9,293円
◦兵庫県 21万7,394円 ◦愛媛県 1,599万6,572円
◦島根県 86万9,576円 ◦高知県 38万9,498円
◦岡山県 4,672万1,586円 ◦福岡県 125万     15円

　　　②パネル展示（監察医務院の年表・統計・症例紹介 等）　12時から15時45分まで

問 監察医務院事務室庶務担当　TEL 03-3944-1481　FAX 03-3944-7585
HP http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kansatsu/index.html

飲酒が関連した不慮の事故死について ｢解剖｣を知る～そのとき慌てないために～

監察医務院 部長監察医　鈴木 秀人
　アルコール性肝疾患などの飲酒が関連した病
気は日々の検案でしばしば認められます。一方、
飲酒は不慮の事故死の危険因子ともいわれてい
ます。これまでにも飲酒が関連した事故死の調
査報告はありますが、事故の発生場所や状況を
含む詳細な報告は少ないのが現状です。本講演
では飲酒が関連した不慮の事故死についての当
院での最近の調査結果を紹介し、その特徴や予
防策についてお話ししたいと思います。

監察医務院 監察医長　酒井 健太郎
　解剖は、全国の医療機関や大学、法医学関連
施設などで毎日のように行われていますが、一般
の方がその実情を知る機会は少なく、解剖に対し
て漠然と「悲惨なもの」「避けておいたほうがよい
もの」といった印象があるかもしれません。そこ
で本講演では、解剖が実施される背景や、当院で
解剖になる場合、御遺族のお引取りまでどのよう
な段取りで進んでいくのかなど、解剖にまつわる
実際的な事柄について御説明したいと思います。
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◦放射線に関するシンポジウムを開催します！
　私たちを取り巻く身の回りの放射線について考えてみましょう。
テーマ　「知っておきたい！身の回りの放射線　放射線はこんなところで使われている」
日　時　11月22日（木）14時から
会　場　健康安全研究センター 6階会議室（新宿区百人町3-24-1）
定　員　100名（抽選）
申込み　�11月13日（火）までに�TEL 、FAX 又は�Eメール�で、①氏名、②電話番号、③住所、④FAX番号、

⑤メールアドレス、⑥業種、⑦同行される方全員の氏名、⑧パネルディスカッションで取り
上げてほしい内容、ご質問、⑨手話通訳希望や車いす利用などが必要な方はその旨、⑩保育
を希望される方はその旨及び子供の人数と年齢を、シンポジウム運営事務局へ。

問 シンポジウム運営事務局　TEL 03-6661-0205　FAX 03-6661-7517　Eメール hoken@seiko-sha.co.jp
　　健康安全研究センター企画調整部健康危機管理情報課　TEL 03-3363-3487　FAX 03-5386-7427

◦老年学・老年医学公開講座
　「『フレイル』ってなに？～自立した老後を過ごすための予防、診断、対策～」
日　時　11月28日（水）13時15分から
会　場　北とぴあさくらホール
講　師　重本�和宏（東京都健康長寿医療センター研究所副所長）ほか
定　員　当日先着1,300名（事前申込み不要）
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/research/lecture/gerontology/

◦東京都自立支援協議会セミナーを開催します
催物名　東京都自立支援協議会セミナー（第23回東京都障害者福祉交流セミナー）
テーマ　�「地域移行・地域生活のリアルとハウツー」～障がいのある人が地域で安心して暮らすために～
内　容　第1部　基調講演
　　　　吉野�智�氏（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課障害福祉専門官）
　　　　第2部　パネルディスカッション
日　時　12月12日（水）13時30分から16時30分まで（12時30分受付開始）
会　場　練馬区立区民・産業プラザCoconeri（ココネリ）ホール
定　員　500名（応募多数の場合は抽選）
申込み　11月20日（火）までに、所定の申込書（福祉保健局� HP �で入手）を�FAX でお送りください。
問 心身障害者福祉センター地域支援課　TEL 03-3235-2952　FAX 03-3235-2957
HP �http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/jir i tsushienkyougikai/
dai5ki/30nendo/30seminar.html　（10月下旬公開予定）

◦平成30年度東京都立南多摩看護専門学校公開講座のお知らせ
　南多摩看護専門学校では、広く都民の皆様に本校の特色や看護教育について理解していただくこと
を目的として、公開講座を実施しています。ご参加をお待ちしています。
内　容　「生活のなかでおこる危険　子どもの救急と子どもの手当て」
　　　　�子供の事故は、家庭の中でも起こります。第一部では、子供の視点に立って、家庭の中での

子供の事故の対策や手当について一緒に考えてみましょう。第二部では、人形を用いた育児
体験も行いますので、小学生、中学生、高校生の方もぜひご参加ください。

日　時　11月17日（土）13時から14時30分まで（12時30分受付開始）
会　場　南多摩看護専門学校6階実習室（多摩市山王下1-18-1）
　　　　最寄り駅：�京王相模原線、小田急多摩線、多摩都市モノレール線�

「多摩センター駅」から徒歩15分
定　員　20名程度（先着順、参加無料）
申込み　11月16日（金）までに電話でご予約ください（平日9時から17時まで）。
その他　同日に学校祭を行っています（10時から15時まで）。
問 南多摩看護専門学校公開講座担当
　 TEL 042-389-6601（平日9時から17時まで）　FAX 042-389-6603

お知らせ
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◦平成30年度第１回東京都薬剤師認知症対応力向上研修
日　時　11月17日（土）18時40分から21時35分まで
会　場　たましんRISURUホール（立川市民会館）大ホール（立川市錦町3-30-20）
対象者　原則として都内に勤務（開設を含む。）している薬剤師
定　員　500名（参加無料）
申込み　�11月12日（月）正午までに、東京都薬剤師会� HP �の「お知らせ」欄からお申し込みください。
　詳細は、東京都薬剤師会� HP �をご覧いただくか、下記担当までお問い合わせください。
問 東京都薬剤師会薬事情報課　TEL 03-3292-0735　FAX 03-3295-2333
HP http://www.toyaku.or.jp/�（東京都薬剤師会）
◦平成30年度第２回東京都歯科医師認知症対応力向上研修
　東京都では、東京都歯科医師会に委託し、かかりつけ歯科医として必要な認知症の基礎知識・関係
機関との連携等に関する研修を開催します。
日　時　12月11日（火）18時30分から21時まで
会　場　歯科医師会館1階大会議室（千代田区九段北4-1-20）
対象者　原則として都内に勤務（開設を含む。）している歯科医師
　　　　（歯科衛生士等の歯科医療従事者も受講可能ですが、定員超過時は歯科医師を優先します。）
定　員　250名（参加無料）
申込み　12月7日（金）までに、東京都歯科医師会� HP �に掲載の申込書を�FAX にてお送りください。
　詳細は、東京都歯科医師会� HP �をご覧いただくか、下記担当までお問い合わせください。
問 東京都歯科医師会事業第一課　TEL 03-3262-1148　FAX 03-3262-4199
HP http://www.tokyo-da.org/�（東京都歯科医師会）
◦あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師資格養成事業の新規委託生募集
対　　象　都内に１年以上在住の視覚障害者で、ヘレン・ケラー学院の入学試験合格者の中から選考
募集人数　約10名
授 業 料　委託生は、授業料を負担する必要はありません（教材費は自己負担）。
試 験 日　平成31年1月19日（土）
申 込 み　平成31年1月16日（水）までに、学院の受験票の写し等必要書類を福祉事務所へ提出
　詳細は、下記担当までお問い合わせください。
問 【養成課程の内容・期間について】ヘレン・ケラー学院　TEL 03-3200-0525　FAX 03-3200-0608
　　【委託制度について】福祉保健局障害者施策推進部計画課　TEL 03-5320-4147　FAX 03-5388-1413
HP http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/nichijo/anmaharikyuushiyousei.html

◦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 申込み

総
　
合

はじめよう！卓球入門（夜）　※１ 11月22日（木）、12月6日（木）、1月
10日（木）、2月7日（木）19時～20時30分 障害児者 必要

（申込期間：10/11 ～ 11/1）
チャレンジ�スポーツ（スポーツ吹矢）
共催：スポーツ吹矢友好会　※2 11月26日（月）13時～ 15時 障害児者 必要

（申込期間：10/15 ～ 11/5）
ノルディックウォーキング教室　
※3

11月6日（火）13時30分～ 14時45分
近隣の公園にて実施（雨天時は多目的室にて実施） 障害児者 不要

多
　
摩

介護予防運動教室　※4 11月12日（月）・26日（月）12時～13時
※くにたち市民総合体育館にて実施

中高年障害者・
介護者

不要体力測定【身体】　※5 11月18日（日）13時～15時（受付は14時まで） 身体障害者

みんなで☆ボッチャ　※6 11月24日（土）13時～ 15時 障害児者・介護者
地域住民

※1　これから卓球を始めたい方あつまれ！まずはラケットに当てることから始めて、ラリーができるまでを目指します！
※2　センタークラブのクラブ活動に参加して仲間といっしょにスポーツ吹矢を体験しましょう！
※3　屋内外で楽しめるノルディックウォーキング。にこにこペースで気持ちよく、野外の気持ちよさを一緒に楽しみましょう！
　　���（※1、2　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。）
※4　�少しの時間でも手軽にできる体操をご紹介します。健康の維持増進を図り、介護予防につなげましょう（現地集合・解散となります。

詳細については当センター受付又は� HP  でご確認いただくか、下記のお問合せ先へご連絡ください。）。
※5　普段のトレーニングの成果を定期的に測定して、今後の運動に役立てましょう。
※6　�知名度急上昇中のパラリンピック種目です。初心者から上級者まで、障害の有無に関わらずどなたでも
　　��ご参加いただけます。
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://tsad-portal.com
　　東京都多摩障害者スポーツセンター
　　　TEL 042-440-2238　FAX 042-485-8544　 HP http://tsad-portal.com



福祉保健　vol.170　平成30年10月発行
印刷物規格表第1類　印刷番号（29）59　〒163-8001　東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都福祉保健局総務部総務課広報担当　☎03-5320-4032（ダイヤルイン）　FAX03-5388-1400
東京都福祉保健局ホームページ　http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/

  6日   第151回老年学・老年医学公開講座「ご存知ですか？『健康長
寿新ガイドライン』ポイントを押さえて！あなたも健康長寿」

  7日 こころといのちの講演会「若者の自殺予防とSNS」
  8日 子育て応援Tokyoプロジェクト2018inお台場
10日 自殺防止！東京キャンペーン　街頭キャンペーン
  第13回東京都子供・子育て会議
11日 知事の百歳訪問
12日   「救急の日」シンポジウム『大規模災害時における医療救

護～大地震や豪雨災害に備えて～』
   東京都児童福祉審議会・専門部会　児童虐待防止等に関す

る条例案検討（第2回）
15日   どうぶつ愛護フェスティバル（屋内行事）
   認知症シンポジウム「認知症とともに暮らす～介護者への

支援について考える～」

19日 自殺防止！東京キャンペーン　街頭キャンペーン
  第1回東京都国民健康保険運営協議会
20日 第1回東京都花粉症対策検討委員会
22日 どうぶつ愛護フェスティバル（屋外行事）
25日 東京都老人クラブ芸能大会
26日 結核予防週間　都庁舎を金赤色にライトアップ（～30日）
28日 食の安全都民フォーラム「『生で食べる』を考える」
29日 東京都「児童福祉司・児童心理司」業務説明会
  保育士就職支援セミナー（～30日）
30日 ワンニャンとうきょう展
   第2回東京都福祉業界安心就職ネットワーク　合同就職説

明会
  第4回都医学研都民講座「難病・ALSを『治す』への挑戦」

９
月
の
動
き

児童虐待を防止するためのLINEを利用した子供や保護者からの相談窓口を開設！

平成30年北海道胆振東部地震に対する義援金の募集について
　東京都では、平成30年北海道胆振東部地震により被害を受けた被災者への義援金を募集しています。
　義援金は、10月31日（水）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。
　詳細は、福祉保健局 HP  をご覧ください。

※虐待の通告は、児童相談所全国共通ダイヤル189をご利用ください。

問 福祉保健局少子社会対策部計画課　TEL 03-5320-4200　FAX 03-5388-1406

問 福祉保健局指導監査部指導調整課　TEL 03-5320-4192　FAX 03-5388-1416
HP http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/soshiki/shidou/shidou/oshirase/H30hokkaidogienkin.html

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。

金融機関　みずほ銀行
支 店 名　東京都庁出張所
店 番 号　777

預金種目　普通
口座番号　1069791
口 座 名　平成30年北海道胆振東部地震東京都義援金

＜対象は？＞
　都内にお住まいの18歳未満のお子さまと保護者の方です。
＜どんなことを相談できるの？＞
　「育児が大変、疲れた」、「イライラして子供を叩いてしまう」などの保護者からの相談、

「親からいつも怒られる」、「ご飯を食べさせてもらえない」などのお子さまからの相談を
受け付けています。
＜どうやったら利用できるの？＞
　右上のQRコードを読み取り、友だち登録をして、相談してください。

　東京都では、児童相談体制強化に向けた取組の一つとして、11月1日（木）から14日（水）までの期間、
児童虐待を防止するためのLINEを利用した子供や保護者からの相談窓口を開設します！
　子育ての悩みや困っていることは、一人で抱え込まず、気軽に相談してください。
実施期間　11月1日（木）から14日（水）まで
実施時間　平日9時から21時まで、土・日・祝日9時から17時まで
LINEアカウント名　東京 親と子の相談ほっとLINE 友だち登録用QRコード
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