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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。

➡
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障害者差別解消条例普及啓発パンフレットを作成しました

救済委員制度誕生100周年記念　東京都民生委員・児童委員大会を開催しました／
麻薬・覚醒剤乱用防止運動東京大会を開催しました……………………………………… 2
未成年者喫煙防止ポスターコンクール　入賞作品を決定しました！／
平成 30年北海道胆振東部地震に対する義援金の送付……………………………………… 3
TOKYOみみカレッジを開催しました！／
子供の心を考える都民フォーラムを開催します…………………………………………… 4
肝がん・重度肝硬変の入院医療費の助成を開始しました／
平成 30年医療業務従事者の届出／訪問看護フェスティバルを開催します！…………… 5
お知らせ…………………………………………………………………………………… 6、7
健康ファースト大使・高橋尚子さんを招いてトークイベントを開催します／
リーフレット「家庭でインフルエンザ患者を看護するときの注意点」を作成しました！…… 8

問 福祉保健局障害者施策推進部計画課　TEL 03-5320-4559　FAX 03-5388-1413
HP �http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/shougai_shisaku/sabetsukaisho_yougo/sabekaikeihatsu.html

福祉保健Web版

　東京都では、障害を理由に困ったと
感じることや悲しい思いをすることが
なくなるよう「東京都障害者への理解
促進及び差別解消の推進に関する条
例」を定め、本年10月1日に施行しま
した。
　条例の施行に当たり、都民の皆様に
内容を分かりやすくお伝えするため、
「障害者差別解消条例普及啓発パンフ
レット」を作成しました。
　障害者への差別をなくしていくた
めには一人一人が障害者のことを「知
らない・分からない」とせず、理解す
ることが大切です。パンフレットをご
覧いただき、具体的に行動していきま
しょう！
　なお、パンフレットは、都内事業者
や区市町村等へ配布するとともに、福
祉保健局� HP �にも掲載しています。

パンフレットの主な内容
◦�社会の中で見受けられる差別や合理的配慮の提供に関する�
4コマ漫画

◦条例の3つの特徴
◦障害の社会モデル
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東京へ
ともに生きる

みんなで
支え合う

ー障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例ー

おたすけニャン
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　11月21日（水）、文京シビックホール大ホールにおいて、救済
委員制度誕生100周年記念東京都民生委員・児童委員大会を開催
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。
　今年度は東京の民生委員の始まりでもある「救済委員」制度が誕生

して100年を迎える大きな節目の年で、都内の民生委員・児童委員約1,800名が出席し、盛大に行われました。
　第1部の式典で挨拶に立った多羅尾光睦副知事は、「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、知事表彰被表彰者1,171名のうち、代表者３名に表彰状
を授与しました。式典では、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たほか、民生委員による合唱が披露されました。
　また、大会では、「東京の方面委員による『桜ヶ丘保養院』設立と運営の歴
史から、先人たちの活動への思いを学ぶ」と題して、社会福祉法人桜ヶ丘社
会事業協会桜ヶ丘記念病院院長の岩下覚氏による記念講演も行いました。

　東京都では、全国で実施されている「麻薬・覚醒剤乱用防止運動」の一環として、11月25日（日）に平成
30年度麻薬・覚醒剤乱用防止運動東京大会を開催しました。
　当日は、中学生から募集した薬物乱用防止ポスター・標語の東京都選考入賞者の表彰式等を行いました。
応募数は、事業を開始した平成11年度から年々
増加しており、今年度は過去最高の5万6千を超
える応募がありました。これは、都内に在学す
る中学生の6人に1人が応募したことになります。
　また、薬物乱用防止高校生会議の参加校であ
る都立八王子拓真高校及び都立富士森高校が、
スライドや劇で活動の成果を発表したほか、シ
ンガーソングライター芸人のAMEMIYAさんと
薬物問題の専門家、高校生とのトークセッショ
ン等を行い、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。
　薬物を乱用すると自分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。周囲から誘われても勇気を
持って断ることが何より大切です。

問 福祉保健局健康安全部薬務課　TEL 03-5320-4504　FAX 03-5388-1434

問 福祉保健局生活福祉部地域福祉課　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。

救済委員制度誕生100周年記念　東京都民生委員・児童委員大会を開催しました

麻薬・覚醒剤乱用防止運動東京大会を開催しました
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標語部門　最優秀賞

東久留米市立下里中学校３年
勝又 滉太さん

ポスター部門　最優秀賞
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　東京都では、たばこによる健康影響について、児童・生徒が正しい知識を身に付け、自ら考え、家族や
友人と話し合うことを目的として、都内の小学4年生から高校生までを対象にポスターコンクールを開催
し、今年度は1,591点の応募を頂きました。
　12月6日（木）には小池百合子知事から入賞者へ表彰を行いました。入賞作品はパネル展示やホームペー
ジへの掲載などにより、未成年者喫煙防止の普及啓発に活用していきます。

未成年者喫煙防止ポスターコンクール　入賞作品を決定しました！

平成30年北海道胆振東部地震に対する義援金にご協力ありがとうございました
　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支援を実施するため、９月
12日（水）から義援金を受け付け、10月31日（水）に募集を終了しました。
　都民をはじめ、多くの個人、団体の皆様からご協力を頂き、誠にありがとうございました。
　お預かりした義援金（総額6,056万9,295円）は、北海道に送付しました。

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

平成30年北海道胆振東部地震に対する義援金の送付

問 福祉保健局保健政策部健康推進課　TEL 03-5320-4361　FAX 03-5388-1427
HP http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kensui/kitsuen/miseinenbousi/competition.html

都立工芸高等学校3年
安川 茅波さん

足立区立第十中学校3年
仲西 琉夏さん

練馬区立大泉学園緑小学校6年
兵頭 杏都さん

部 学　校　名 学年 氏　名 作　品

小学生の部

板橋区立志村坂下小学校
八王子市立館小中学校
東大和市立第八小学校
江東区立北砂小学校
墨田区立横川小学校

5年
6年
6年
6年
6年

平田 奈々子
北田 真唯
萬代 葵
鴇田 奏
細井 大和

たばこは必要ない！
お願い　気づいて！
その一本が君の夢を崩す！
吸わない　みんなが悲しむ
私は吸わん

中学生の部

練馬区立貫井中学校
国分寺市立第三中学校
杉並区立和田中学校
墨田区立竪川中学校
練馬区立貫井中学校

2年
3年
2年
3年
2年

石田 優汰
岸田 悠花
石田 想子
仲宗根 ウララ
吉國 彩月

STRIKE　未成年者喫煙防止
僕達は吸わないゼッタイに！！！
あなたはどちらの未来選びますか？
自分のために私はことわる
私は吸わない

高校生の部

都立工芸高等学校
都立工芸高等学校
都立工芸高等学校
都立八丈高等学校
都立工芸高等学校

2年
3年
2年
1年
3年

石川 くるみ
松廣 結子
勝野 雄心
沖山 あさひ
木田 瑞穂

吸わない、吸わせない。
そのコトバ断ち切れ
断る勇気を。
汚さないで
吸いたくない人に吸わせるな！！

最　優　秀　賞
小学生の部 高校生の部中学生の部

優　秀　賞（敬称略）
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　11月18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
聴覚障害について理解と関心を深めることを目的に開催したものです。
　当日は、学生を中心に841名が参加し、学生によるステージ発表や学生
参加型ワークショップ、プロフィギュアスケーターの村上佳菜子さんらを
ゲストに迎えたオリ・デフスペシャルトークショー、手話バンド「こころおと」によるミニライブなどの
多彩なプログラムを実施し、参加者が手話や聴覚障害について理解を深めることができました。

　東京都では、発達障害や児童虐待、いじめ、ひきこもりなど、子供の様々な心の問題に関わる地域の関
係者等を支援するため、平成20年度から「子供の心診療支援拠点病院事業」を実施しており、その一環
として都民の皆様向けにフォーラムを開催しています。
　今年度は、「SNSと子どもたち」というテーマで、今や子供たちとは切っても切れない関係にあるネットの
世界について考えるフォーラムを開催します。参加希望の方は、下記の申込方法によりお申し込みください。
 日　　時 　平成31年２月２日（土）13時30分から16時30分まで
 会　　場 　イイノホール＆カンファレンスセンター４階ホール（千代田区内幸町2-1-1）
　　　　　 最寄り駅：東京メトロ日比谷線・千代田線「霞ヶ関駅」
 テ ー マ 　「SNSと子どもたち」
 プログラム 　（予定）
　＜第１部　講演会＞
　 　SNSやネットの世界について、子どもたちへの有害性が多く語られますが、ネットから隔離した生活

が難しい今、どのようにうまくつきあっていくかを考える方が現実的であるように思います。今回はこ
の点について、電話相談の専門家、ネット依存の専門家、青少年の行動に関する社会学者という多彩な
シンポジストで語り合います。

　　演者：元チャイルドライン支援センター代表理事　神 仁 氏
　　　　　筑波大学人文社会系教授　　　　　　　　　土井 隆義 氏
　　　　　久里浜医療センター精神科医長　　　　　　松﨑 尊信 氏
　＜第２部　ディスカッション＞
　　第１部の演者によるディスカッションを行います。
　　コーディネーター：都立小児総合医療センター副院長　田中 哲
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　心理福祉科医長　菊地 祐子
 対 象 者 　都内在住・通勤・通学をされている高校生以上の方
 定　　員 　500名（先着順・参加無料）
 申 込 み 　平成31年1月24日（木）（必着）までに、以下のいずれかの方法でお申し込みください。
　　　　　 ●ホームページ　 東京都子供の心診療支援拠点病院事業 HP  の専用フォームに必要

事項を入力の上、お申し込みください。
　　　　　　　　　　　　　 HP  https://kodomo-no-kokoro.jp/
　　　　　 ●往 復 は が き　 往復はがきの裏面に参加希望者の①住所、②氏名、③電話番号を、返信は

がきの宛名面に①郵便番号、②住所、③氏名を記入の上、下記の都民フォー
ラム担当までお申し込みください。

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

問 【都民フォーラムについて】
　　 都立小児総合医療センター子ども家族支援部門都民フォーラム担当
　　 〒183-8561　府中市武蔵台2-8-29　TEL 042-300-5111（代表）
　　【子供の心診療支援拠点病院事業について】
　　 福祉保健局少子社会対策部家庭支援課　TEL 03-5320-4372

TOKYOみみカレッジを開催しました！

子供の心を考える都民フォーラムを開催します
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　東京都では、都民の方や看護師の方等を対象に、訪問看護の実際や重要性、その魅力をPRし、理解促進
と人材確保を図るイベントを開催します！
 日　時 　平成31年１月12日（土）12時50分から17時まで（開場12時）
 会　場 　都庁第一本庁舎５階　大会議場
 費　用 　無料
 プログラム等 	 ●基調講演「写真が語る、いのちのバトンリレー～在宅看取りの現場から」
	 　演者：國森	康弘	氏（写真家・ジャーナリスト）
	 ●「いのちを支える訪問看護」
	 　第一部　	寸劇　「苦しいけれど姉に会いに行けますか？」―ある酸素導入利用者さんの

願いを叶える
	 　第二部　公開座談会
	 　登壇者：医師、利用者家族、訪問介護員、ケアマネジャー、訪問看護師
	 ●ミニ交流会「訪問看護師に聞いてみよう！」
	 ●その他（12時から17時まで）
	 　・展示…医療・介護用品
	 　・訪問看護の紹介…活動の実際、制度利用、訪問看護ステーションの紹介	等
	 　・相談会…介護相談・進路相談・就業相談
 申込み 　�平成31年１月８日（火）※までに、東京都看護協会	 HP 	、往復はがき又は	FAX�によりお申し込

みください。なお、詳細は東京都看護協会	 HP 	をご覧ください。
	 　※申込期限を延長しました！

　医師法等の規定により、医師・歯科医師・薬剤師の有資格者及び看護師等の業務従事者は、２年に１度、
12月31日現在における氏名・住所等の事項を届け出ることとされています。
　本年はその届出年に当たるため、届出用紙をご提出ください。
届出用紙の入手
　●医師・歯科医師・薬剤師
　　厚生労働省	 HP 	からダウンロード
　　 HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/tp181016.html
　●保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士
　　福祉保健局	 HP 	からダウンロード
　　 HP http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/shikaku/todoke/30todoke.html
　　※都内保健所でも配布しています。
提出期限・提出先　平成31年１月15日（火）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 03-5320-4517　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/iryoujyujitodoke.html

平成 30年医療業務従事者の届出

肝がん・重度肝硬変の入院医療費の助成を開始しました

訪問看護フェスティバルを開催します！

　東京都では、Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変の入院医療費負担の軽減を目的と
して、本年12月から肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業を開始しました。
　医療費助成や申請手続等の詳細は、福祉保健局	 HP 	や区市町村の申請窓口等でご確認ください。

問 福祉保健局保健政策部疾病対策課　TEL 03-5320-4471　FAX 03-5388-1437
HP http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/iryo_hoken/kanen_senryaku/kangan_josei.html

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 http://www.tna.or.jp/index.php/for_tokyoites/care_support/festival/
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◦東京都看護職員地域確保支援事業「学校に戻って体験コース」の参加者募集
　東京都では、潜在看護師の再就職を応援します。学びなおしをしたい方、復職したいが自信がない
方、看護専門学校で基礎的な看護技術を学びませんか？ご参加をお待ちしています。
日　時　平成31年1月17日（木）10時から14時まで
会　場　荏原看護専門学校　基礎実習室（大田区東雪谷4-5-28）
　　　　最寄り駅：東急池上線「洗足池駅」から徒歩12分
内　容　フィジカルアセスメント（講義及びシュミュレーターなどを使用した実技）
定　員　40名（参加無料）
申込み　平成31年1月10日（木）までにお電話でご予約ください。
問 荏原看護専門学校　TEL 03-3727-2961（平日9時から17時まで）　FAX 03-3727-5105

◦�高齢者の在宅支援を推進する「老健活用促進のための多職種連携フォーラム」を開催
　高齢者の在宅支援を推進する介護老人保健施設活用のために、「老健のリハビリ」、「老健の空床状
況」、「老健の医療対応処置」、「デイケアとデイサービスのちがい」等についてのフォーラムを開催し
ます。
日時・会場　（1）�平成31年1月25日（金）18時30分から20時30分まで（開場18時）�

東京都医師会館2階講堂（千代田区神田駿河台2-5）
　　　　　　（2）�平成31年2月15日（金）18時30分から20時30分まで（開場18時）�

八王子市学園都市センター 12階イベントホール�（八王子市旭町9-1）
定　員　各回200名
申込み　�各回下記の申込期限までに、�FAX 又は�Eメール�により一般社団法人東京都老人保健施設協会事務局へ
　　　　（1）平成31年1月18日（金）　（2）平成31年2月8日（金）
問 一般社団法人東京都老人保健施設協会事務局
　　TEL 03-6380-4351　FAX 03-6380-4371　Eメール kensyu@roken-tokyo.or.jp

お知らせ

◦�老年学・老年医学公開講座�
「自分で気付く・家族で守る～認知症と向き合うために～」を開催
日　時　平成31年1月25日（金）13時15分から
会　場　板橋区立文化会館
定　員　当日先着1,200名（申込不要）
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/

◦東京都失語症者向け意思疎通支援者養成事業普及啓発シンポジウムを開催
日　時　平成31年1月20日（日）14時から16時まで（13時30分受付開始）
会　場　中野セントラルパークカンファレンス地下1階
内　容　「失語症」普及啓発に係る動画上映・パネルディスカッション�等
定　員　200名（一般都民対象・参加無料）
申込み　�平成31年1月13日（日）までに、郵送、�FAX 又は�Eメール�により一般社団法人東京都言語聴覚士会へ
問 一般社団法人東京都言語聴覚士会　〒164-8512　中野区中野4-1-1　中野サンプラザ9階
　　TEL 03-6859-7568　FAX 03-5388-1413　Eメール shitsugo-shimpo@st-toshikai.org
　　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/koza/situgosyosimpojiumu.html

◦地域保健医療協議会委員の募集
　多摩地域の各二次保健医療圏における保健医療サービスのあり方等を検討する委員を公募します。
対　　象　多摩地域在住で、平成31年4月1日時点で20歳以上の方（要件あり）
募集人数　各圏域3名以内　　
任　　期　最長2年
申 込 み　�平成31年2月8日（金）（消印有効）までに、作文（テーマあり・1,200字以内）・住所・氏名・

年齢・性別・職業・電話番号を記載の上、該当圏域の保健所まで送付してください。
問 多摩地域の各保健所
　　福祉保健局保健政策部保健政策課　TEL 03-5320-4334　FAX 03-5388-1427
HP �http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/soshiki/hoken/hoken/

oshirase/koubo30.html
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◦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！サッカー入門　※1 2月9日・23日、3月9日・23日の
土曜日10時～ 12時 障害児者 必要

（申込期間：12/28 ～ 1/19）
みんなでブラインドサッカー　※2 1月13日（日）9時～ 12時 障害児者・

介護者・地域住民 不要

レッツ！車いすバスケ　※3 1月27日（日）9時～ 12時 障害児者・
介護者・地域住民 不要

多
　
摩

介護予防運動教室　※4 1月7日・28日の月曜日　12時～13時
※くにたち市民総合体育館で実施

中高年障害者・
介護者 不要

初心者水泳教室　※5 1月11日・25日の金曜日　13時～15時
※�武蔵野の森総合スポーツプラザ・プールで実施 障害児者 不要

ワンポイント水泳　※6 1月11日・25日の金曜日　13時～15時
※�武蔵野の森総合スポーツプラザ・プールで実施 障害児者 不要

※1　�これからサッカーを始めたい人あつまれ！！基本から学んで、ボールと友達になろう！参加には事前申込みが必要になりますの
で、当センター受付又は� HP  に掲載している申込書にご記入の上、郵送、 FAX  又は直接ご来館にてお申し込みください。

※2　音を頼りにボールを蹴ってみよう！ご家族、お友達、ご近所の方とご一緒にどうぞ！
※3　�障害者スポーツの代名詞!?の車いすバスケに挑戦だ！車いす操作からゲームまで行います。ご家族、お友達、ご近所の方とご一緒にどうぞ！
※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。
※5　�水慣れから泳法の練習まで行います。25m完泳が目標！「顔を水につけるのが不安」、「バタ足と息継ぎがなかなか上手くいか

ない」という方におすすめです！
※6　12.5ｍ以上（目安）泳げる方を対象にワンポイントアドバイスを行います。今よりもきれいな泳ぎ方を目指しましょう！

（※4～※6は現地集合・解散となります。詳細は当センター受付又は� HP  でご確認いただくか、下記担当までご連絡ください。）
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

◦東京都社会福祉事業団　正規職員・契約職員（福祉職）の募集
職種・募集人数　福祉職／正規職員30名程度、契約職員30名程度
採用予定日　平成31年4月1日（前倒し採用は応相談）
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
資　格　�下記の（1）又は（2）に該当する方
　　　　（1）�①介護福祉士、②保育士、③児童指導員任用資格、④社会福祉士、⑤精神保健福祉士の

いずれかの資格を有する方（小学校・中学校・高等学校の教育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）�訪問介護員養成研修1級課程又は2級課程、介護職員初任者研修課程、実務者研修課程
のいずれかを修了した方

　　　　※1　児童養護施設での勤務には、（1）の②、③、④及び⑤のいずれかの資格が必要です。
　　　　※2　平成31年3月31日までに資格取得見込み（研修修了見込み）の方も応募可能です。
　　　　※3　�資格を有しない方及び研修未修了者は、契約職員として、障害者施設の現場で実務経

験を積みながら、介護職員初任者研修を受講できる制度があります。
試験日　平成31年1月25日（金）又は26日（土）
試験会場　東京都社会福祉事業団事務局会議室又は戸山サンライズ全国障害者総合福祉センター
申込み　�12月27日（木）まで（郵送は12月26日（水）消印有効）に、下記担当まで申込書を送付してくださ

い。申込書は当法人� HP �から取得できます（郵送も可）。
問 東京都社会福祉事業団事務局（採用担当）　
　　〒169-0072　新宿区大久保3-10-1-201　TEL 03-5291-3605
HP http://job-gear.jp/jigyodan/index.htm

◦「チャレスポ！TOKYO」　クリスマスイブはみんなでパラスポーツを体験！
　「チャレスポ！ TOKYO」は、障害のある人もない人も一緒に楽しめるパラスポーツイベントです。
パラリンピック競技の体験・展示やレクリエーションスポーツの体験など、様々なプログラムをご用
意！クリスマスイブは東京国際フォーラムへ！
日　時　12月24日（月・振休）10時から17時まで
会　場　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」から徒歩１分）
内　容　◆ウィルチェアーラグビーや車いすバスケットボールなどのパラスポーツ体験
　　　　◆VRを活用した新感覚の競技体験や、話題のeスポーツ体験
　　　　◆ゲストトークショーや「仮面女子」のライブ、パラスポーツ紙芝居などのステージイベント
問 チャレスポ！ TOKYO運営事務局
　　TEL 03-6272-4151（平日10時から17時まで）　Eメール info@challespo-tokyo.com
HP http://tsad-portal.com/challespo2018/



  1日 第12期第1回東京都福祉のまちづくり推進協議会
   児童虐待防止推進月間　都庁舎をオレンジ色にライトアッ

プ（～13日、17日～30日）
   東京都児童福祉審議会第3回専門部会（児童虐待防止等に

関する条例案検討）
  3日 東京都小児がん診療連携協議会「子どものがんを考える」
  保育士就職支援研修・相談会
  4日 ゆうこすと学ぶ！人生楽しみ法大講座「タバコとカラダ」
11日  Tokyo健康ウオーク2018
  第12回子ども虐待防止オレンジたすきリレー2018
14日 世界糖尿病デー　都庁舎を青色にライトアップ（～16日）
15日 第2回東京都災害医療協議会
16日 第4回東京都地方精神保健福祉審議会
17日 第1回東京都薬剤師認知症対応力向上研修
  保育士就職支援研修・相談会
18日 ピンクリボンin東京2018　板橋区共催イベント
  TOKYOみみカレッジ
19日 東京都児童福祉審議会第4回本委員会

20日 第3回食の安全都民講座「見て、知って、防ぐ！食品害虫」
21日 糖尿病重症化予防シンポジウム
   救済委員制度誕生100周年記念　東京都民生委員・児童

委員大会
  障害者雇用「企業向け普及啓発セミナー」
22日   第7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「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」

23日 ワンニャンとうきょう展
  保育士就職支援セミナー（～25日）
25日 麻薬・覚醒剤乱用防止運動東京大会
26日 第3回民生委員・児童委員活動に関する検討委員会
27日 『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2回東京都国民健康保険運営協議会
28日   第152回老年学・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～」
30日   ライブイベント「Words of Love  Let’s talk about HIV

／AIDS」
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き
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リーフレット「家庭でインフルエンザ患者を看護するときの注意点」を作成しました！

健康ファースト大使・高橋尚子さんを招いてトークイベントを開催します

　家庭でインフルエンザにかかった患者さんを看護する時は、家族やまわりの
方に感染を広げないよう十分に注意する必要があります。そこで東京都では、
家庭でインフルエンザ患者を看護する時に心がける7つのポイントをまとめた
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配布する
ほか、福祉保健局 HP  にも掲載していますので、ぜひご活用ください。
HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/kansen/shingatainflu/keihatsu.html

〜ホームページや都内医療機関などでご覧いただけます〜

インフルエンザ患者を看護する時に心がける7つのポイント
①看護する人を決めましょう
②看護する時は、使い捨てのマスクや手袋を着用しましょう
③患者さんが休養する環境を整えましょう
④看護した後は、マスクや手袋をはずし、手を洗いましょう
⑤ごみの捨て方に気を付けましょう
⑥患者さんが使った食器や衣類は、通常通りに洗えます
⑦患者さんや家族がよく触れる場所を清掃・消毒しましょう

「東京都インフルエンザ情報サイト」をご覧ください！
　東京都では、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「東
京都インフルエンザ情報サイト」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
い動画などをいつでも閲覧できますので、ぜひご利用ください！
HP http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/flu/index.html

問 福祉保健局健康安全部感染症対策課　TEL 03-5320-4347　FAX 03-5388-1432

　受動喫煙による健康影響について理解を深め、オール東京で受動喫煙対策に取り
組むため、以下のとおりイベントを開催します。ぜひご来場ください。
日　時 　12月27日（木）11時から15時まで（予定）
会　場 　池袋サンシャインシティ地下1階噴水広場
内　容 　高橋尚子さん、高野之夫豊島区長、小池百合子知事によるステージ ほか
その他 　参加無料・申込不要

問 福祉保健局保健政策部健康推進課　TEL 03-5320-4361　FAX 03-5388-1427
HP http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kensui/tokyo/kangaekata_public.html
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