
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

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、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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「東京ホームタウン大学 2020」（東京ホームタウンプロジェクト総括イベント）を開催します「東京ホームタウン大学 2020」（東京ホームタウンプロジェクト総括イベント）を開催します

日　　時　２月20日（木曜日）
　　　　　13時30分から20時30分まで（開場13時）
会　　場　東京大学　伊藤国際学術研究センター
　　　　　（文京区本郷７―３―１）
対　　象　地域福祉の活動に取り組む地域団体・NPOの皆さま／地域貢献活動に関心を持つ企業・団体・個人の

皆さま／社会福祉協議会・行政関係者の皆さま
内　　容　 １限目　基調講義「2020年代、超高齢社会を展望する」

本格的な超高齢社会の到来を乗り越える方策を提言いただきます。
講師：田中 滋 氏（埼玉県立大学理事長）

　　　　　 ２・３限目　テーマ別分科会（居場所づくり、生活支援等、地域福祉のさまざまなテーマで活躍してい
る団体や専門職の方々を招き、実例を基に皆さんと考えます。体験型企画も開催）

　　　　　 ３限目  トークセッション「人生100年時代の地域との関わり方」
　　　　　企業等で働く方や地域活動実践者などを迎え、東京のまちに暮らす人々が地域活動に関わることの意義、

参加促進の具体策を考えます。
講師：安藤 哲也 氏（ライフシフト・ジャパン株式会社取締役会長）

定　　員　各プログラム400名
参 加 費　無料
申込方法　　  https://hometown.metro.tokyo.jp/thtuniv2020/（要事前申込）
　 東京ホームタウンプロジェクト事務局（認定NPO法人 サービスグラント内）　  03-6419-4021

福祉保健局高齢社会対策部在宅支援課　　03-5320-4271TEL問

東京都は、超高齢社会に対応するため、「いくつになっても、いき
いきと暮らせるまちをつくる」を合言葉に、人と人がつながり、安
心して暮らせる地域づくりを応援する「東京ホームタウンプロジェ
クト」を実施しています。このたび、本プロジェクト５年間の活動
を広く皆さまと共有し、プレシニア・シニアの方も含めた多様な主
体の参加による地域貢献活動を一層活性化していくためのイベント
を開催します。

問



第68回東京都社会福祉大会を開催しました

令和元年12月23日（月曜日）、なかのZERO小ホー
ルにおいて、東京都社会福祉大会を開催しました。
永年にわたって福祉の現場で地道に仕事をしてこ

られた方、ボランティア活動や福祉のまちづくりの
推進に功績のあった方などについて、24名18団体
を表彰しました。
今年度は、東京都社会福祉大会知事感謝状の受賞

者を代表してボランティアグループこだま、福祉の
まちづくり功労者に対する知事感謝状の受賞者を代
表して八王子自助具工房フレンズの活動内容を紹介
しました。

福祉のまちづくり功労者に対する知事感謝状受賞者
株式会社三菱UFJ銀行／株式会社りそな銀行／すみだ布の絵本の会「花」／西東京市障がい者福祉をすすめる会 

／八王子自助具工房フレンズ

東京都社会福祉大会知事感謝状受賞者
あきる野市点字サークルまど／一般社団法人　尚友倶楽部／大田区子ども家庭支援センター子育て応援コーナー

運営委員会／関野　登志夫／日野市赤十字奉仕団／府中手づくりおもちゃの会／古谷　文子／ボランティアグルー
プこだま／増岡　光子／増渕　路子／町田音訳グループ・朗奉／三菱重工業株式会社・三菱重工グループ労働組合
連合会／リネングループ／理容青年倶楽部／荒井　克則／新井　伴明／石川　けい子／浦田　一彦／乙幡　直子／
小池　朗／小池　睦美／近藤　伸之／篠田　美香／鈴木　博／髙木　智匡／竹野　留美／土田　秀行／中川　昌弘
／新原　むつ美／西野　嘉聖／深沢　靖彦／星野　幸子／堀　信子／森下　和子／愛国中学校　愛国高等学校／板
橋区私立保育園園長会／自立生活センター・小平

福祉保健局生活福祉部地域福祉課 　 03-5320-4096　  03-5388-1405FAXTEL問

受賞者の方々（敬称略）

第39回ふれあいフェスティバルを開催しました
令和元年12月９日（月曜日）、日暮里サニーホール

において、令和元年度「障害者週間」記念の集い第
39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、令和元年12月３日から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。
第一部の記念式典では、小池東京都知事から、障害

者自立支援功労者へ賞状および記念品を贈呈し、第二
部のふれあいステージでは、落語家の三遊亭好楽さん
による落語会や、落語家の林家こん平さんとこん平さ
んの次女の笠井咲さんによるトークショー、プロダン
サーの大前光市さんとパラダンスクリエーターズの皆
さんによるパフォーマンス、東京都立大塚ろう学校４
年生の皆さんによる器楽演奏が行われ、出演者・来場
者が一体になり楽しむことができました。

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

３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～

東京都の自殺者数は、平成23年をピークに減少傾向に転じているものの、依然として年
間約2千人もの尊い命が失われています。
自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」であり、誰もが当事者と

なり得る重大な問題です。
そこで、東京都では、毎年９月と３月を自殺対策強化月間に位置付け、「自殺防止！東京

キャンペーン」として、各種対策を重点的に実施します。

「自殺防止！東京キャンペーン」の一環として、講演会「こころとからだが軽くなる考え方のヒント」を開催します。
様々なストレスから生じるつらい気持ちを和らげ、問題にうまく対処するための手助けとなる考え方のヒントを、「認
知行動療法」の第一人者である大野裕先生に、わかりやすく教えていただきます。
多くの方のご参加をお待ちしています。

●電話相談
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～
℡0570-087478　14時から翌朝5時30分まで年中無休受付

※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。

●ＬＩＮＥ相談
「相談ほっとＬＩＮＥ＠東京」で検索
または、右記QRコードから友だち登録してご相談ください。
毎日１７時から２２時まで（受付は２１時３０分まで）
３月は１５時から相談できます！

つらい気持ち、一人で抱え込まず相談してください

「こころといのちの講演会」を開催します

日　時　３月５日（木曜日）１４時から１６時まで（開場１３時３０分）
会　場　都議会議事堂１階　都民ホール
講　師　大野　裕　先生
　　　　（精神科医・一般社団法人認知行動療法研修開発センター理事長）
対　象　都内在住・在勤・在学の方
定　員　約２００名（先着順・参加無料）
申　込　３月２日（月曜日）までに、福祉保健局　  に掲載している申込書

を　  または　  にて送付してください。
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/tokyokaigi/
rinji1/kouenkai.html

福祉保健局保健政策部健康推進課　　03-5320-4310　  03-5388-1427問 TEL

HP

３月27日（金曜日）から３月31日（火曜日）までは、24時間受け付けます！

●東京都こころといのちのほっとナビ～ここナビ～
東京都の自殺対策に関する情報を集約したホームページ「ここナビ」では、悩み別の相談窓口や

自殺対策に関する基礎知識など、さまざまな情報を掲載しています。
　  https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kokonavi/

FAX

大野　裕　氏
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手話通訳者・要約筆記者養成講習会
手話通訳者
期　間　５月13日（水曜日）から令和3年３月10日（水曜日）まで（①～⑤毎週水曜日、⑥毎週木曜日）
会　場　オリンピック記念青少年総合センター　ほか
クラス　①地域手話通訳者クラス、 ②手話通訳者実践クラス、 ③手話通訳士実践クラス、 ④手話指導者養成クラス、 ⑤

手話通訳者指導者養成クラス、 ⑥手話指導者養成クラス（中途失聴・難聴者向け手話指導）
　　　　※いずれも昼・夜クラスあり（⑥夜のみ）
対象者　応募条件の詳細は、福祉保健局　  掲載の募集要項参照
定　員　①180名、 ②60名、 ③60名、 ④60名、 ⑤60名、 ⑥30名、全450名
要約筆記者
期　間　４月23日（木曜日）から令和3年２月18日（木曜日）まで（毎週木曜日）
会　場　東京都障害者福祉会館
クラス　⑦手書きコース、 ⑧ＰＣコース（いずれも昼のみ）
対象者　初心者の方
定　員　各12名
申　込　いずれも３月13日（金曜日）まで（消印有効）に所定の申込書（福祉保健局　 で入手可）を郵送で東京手

話通訳等派遣センターへ（応募条件あり、選考試験あり）。
　 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shougai/koza/kousyu.html（①～⑥）
　 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shougai/koza/youyakuyousei.html（⑦・⑧）
申込先　東京手話通訳等派遣センター
　　　　〒160-0022新宿区新宿２―15―27第３ヒカリビル５階　  03-3352-3359　  03-3354-6868

令和元年度東京都硫黄島戦没者追悼式を行いました
1月16日（木曜日）、小笠原村硫黄島において、令和元年度東京都

硫黄島戦没者追悼式が執り行われました。硫黄島は、第二次世界大戦
末期の激戦地であり、2万人あまりの尊い命が失われた、現在でも戦
争の痕が色濃く残る島です。
東京都は、関係ご遺族と共に、硫黄島で戦没された方々を慰霊し、

平和を願う都民の強い決意を表すことを目的として毎年追悼式を挙行
しており、本年で37回目の実施となります。これまでは自衛隊の支
援を受け、輸送機を利用していましたが、ご遺族の高齢化を踏まえ、
民間航空機により硫黄島へ向かいました。
追悼式は、「鎮魂の丘」慰霊碑前において、ご遺族54名のほか関係

者が参列して行われ、戦没者遺族代表の岩井堅太郎さんが追悼のこと
ばを述べたほか、参列者全員が慰霊碑に白い菊を捧げました。その後、
島内の慰霊碑や戦跡を巡拝し、戦没者のご冥福をお祈りしました。

地域に根差した健康づくりに取り組む団体、事業所の表彰式兼活動報告会を開催します！

健康寿命の延伸を目指し、東京都では地域のつながりに資する健康づくりの取組を募集し
ました。このたび、その中で優秀な取組を行う団体や事業所を表彰し、その活動を報告する
会を開催致します。ご参加のお申込み、お問い合わせについては下記までご連絡ください。
開催日時　2月14日（金曜日）14時から16時まで
会　　場　都民ホール
定　　員　300名程度

対 象 者　地域の健康づくり・コミュニティ活動に関心がある都内在住・在勤・在学の方、自治体職員
申　　込　2月12日（水曜日）までに、下記連絡先へご連絡ください。
　https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kensui/kankyo/jimoto/hyousyou/index.html

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

TEL FAX

地元から発信する健康づくり支援事業

福祉保健局生活福祉部計画課　　03-5320-4078TEL

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

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

3月1日から3月8日までは「女性の健康週間」です
「女性の健康週間」では、女性が生涯を通じて健康で明るく、充実した日々を自立して過ごせるよう、国や地方
公共団体等が一体となって啓発等の取組を行います。東京都では、女性特有のがんである子宮頸がん検診受診を呼
びかける啓発キャンペーンを実施します。

企業・業界団体と連携した検診受診の啓発キャンペーンを行います！
企業・業界団体にご協力いただき、顧客や社員に対する啓発動画の放映や

グッズの配布など、子宮頸がん検診の受診を呼びかけます。

協力企業・団体一覧（五十音順）（敬称略）

株式会社アースホールディングス、株式会社小田急百貨店　新宿店、コンタク
トのアイシティ（HOYA株式会社アイケアカンパニー）、新宿住まいのショールー
ム会、一般社団法人日本フィットネス産業協会（FIA）、株式会社ミュゼプラチナム
※実施期間は企業・団体によって異なります。

パネル展を行います！
都庁第一本庁舎１階中央

アートワークスペースにて
子宮頸がん検診に関するパ
ネル展を開催します。
実施期間
２月28日（金曜日）から
３月４日（水曜日）まで

子宮頸がん検診は、20歳から2年に1回受けましょう
・子宮頸がん検診では、医師による診察と細胞診を行い、15分程度で終わります。
・このような症状に気づいたらすぐに医療機関へ
  不正出血、おりものの異常、下腹部や腰の痛みなど

FAX

子宮頸がん検診の受診率の特に低い、20代前半の女性に向けた情報発信を行います！
子宮頸がん検診啓発動画を作成しました！
初期の子宮頸がんの多くは自覚症状がないため、自分で気が付くことは困難です。
検診受診の大切さを伝えるため、「知ってる？20歳からの子宮頸がん検診」、「20歳を過ぎたら、２年に１回

子宮頸がん検診」の２種類の15秒動画を作成しました。動画は、東京都公式動画チャンネル「東京動画」から
ご覧いただけます。また女性の健康週間の期間中は、都内大型ビジョンでの放映やＳＮＳ広告での発信を行い
ます。
 https://tokyodouga.jp/

「20代女子のステキな未来を目指す特別講座」
開催レポート掲載中！
ゲストにモデルの谷まりあさんをお迎えし、子宮頸がんや子宮頸がん

検診について学ぶ講座を開催しました。
医師からの「20代から知っておくとよいこと」の解説や、なかなか

聞く機会のない子宮頸がん経験者の話等を掲載しています。
開催レポートは、キャンペーンサイトからご覧いただけます。
 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kensui/gan/2019kouza/

東京都がん検診啓発
　キャラクター
　　「モシカモくん」

「知ってる？20歳からの子宮頸がん検診」 「20歳を過ぎたら、2年に1回子宮頸がん検診」
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手話通訳者・要約筆記者養成講習会
手話通訳者
期　間　５月13日（水曜日）から令和3年３月10日（水曜日）まで（①～⑤毎週水曜日、⑥毎週木曜日）
会　場　オリンピック記念青少年総合センター　ほか
クラス　①地域手話通訳者クラス、 ②手話通訳者実践クラス、 ③手話通訳士実践クラス、 ④手話指導者養成クラス、 ⑤

手話通訳者指導者養成クラス、 ⑥手話指導者養成クラス（中途失聴・難聴者向け手話指導）
　　　　※いずれも昼・夜クラスあり（⑥夜のみ）
対象者　応募条件の詳細は、福祉保健局　  掲載の募集要項参照
定　員　①180名、 ②60名、 ③60名、 ④60名、 ⑤60名、 ⑥30名、全450名
要約筆記者
期　間　４月23日（木曜日）から令和3年２月18日（木曜日）まで（毎週木曜日）
会　場　東京都障害者福祉会館
クラス　⑦手書きコース、 ⑧ＰＣコース（いずれも昼のみ）
対象者　初心者の方
定　員　各12名
申　込　いずれも３月13日（金曜日）まで（消印有効）に所定の申込書（福祉保健局　 で入手可）を郵送で東京手

話通訳等派遣センターへ（応募条件あり、選考試験あり）。
　 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shougai/koza/kousyu.html（①～⑥）
　 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shougai/koza/youyakuyousei.html（⑦・⑧）
申込先　東京手話通訳等派遣センター
　　　　〒160-0022新宿区新宿２―15―27第３ヒカリビル５階　  03-3352-3359　  03-3354-6868

令和元年度東京都硫黄島戦没者追悼式を行いました
1月16日（木曜日）、小笠原村硫黄島において、令和元年度東京都

硫黄島戦没者追悼式が執り行われました。硫黄島は、第二次世界大戦
末期の激戦地であり、2万人あまりの尊い命が失われた、現在でも戦
争の痕が色濃く残る島です。
東京都は、関係ご遺族と共に、硫黄島で戦没された方々を慰霊し、

平和を願う都民の強い決意を表すことを目的として毎年追悼式を挙行
しており、本年で37回目の実施となります。これまでは自衛隊の支
援を受け、輸送機を利用していましたが、ご遺族の高齢化を踏まえ、
民間航空機により硫黄島へ向かいました。
追悼式は、「鎮魂の丘」慰霊碑前において、ご遺族54名のほか関係

者が参列して行われ、戦没者遺族代表の岩井堅太郎さんが追悼のこと
ばを述べたほか、参列者全員が慰霊碑に白い菊を捧げました。その後、
島内の慰霊碑や戦跡を巡拝し、戦没者のご冥福をお祈りしました。

地域に根差した健康づくりに取り組む団体、事業所の表彰式兼活動報告会を開催します！

健康寿命の延伸を目指し、東京都では地域のつながりに資する健康づくりの取組を募集し
ました。このたび、その中で優秀な取組を行う団体や事業所を表彰し、その活動を報告する
会を開催致します。ご参加のお申込み、お問い合わせについては下記までご連絡ください。
開催日時　2月14日（金曜日）14時から16時まで
会　　場　都民ホール
定　　員　300名程度

対 象 者　地域の健康づくり・コミュニティ活動に関心がある都内在住・在勤・在学の方、自治体職員
申　　込　2月12日（水曜日）までに、下記連絡先へご連絡ください。
　https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kensui/kankyo/jimoto/hyousyou/index.html

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

TEL FAX

地元から発信する健康づくり支援事業

福祉保健局生活福祉部計画課　　03-5320-4078TEL

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

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

3月1日から3月8日までは「女性の健康週間」です
「女性の健康週間」では、女性が生涯を通じて健康で明るく、充実した日々を自立して過ごせるよう、国や地方
公共団体等が一体となって啓発等の取組を行います。東京都では、女性特有のがんである子宮頸がん検診受診を呼
びかける啓発キャンペーンを実施します。

企業・業界団体と連携した検診受診の啓発キャンペーンを行います！
企業・業界団体にご協力いただき、顧客や社員に対する啓発動画の放映や

グッズの配布など、子宮頸がん検診の受診を呼びかけます。

協力企業・団体一覧（五十音順）（敬称略）

株式会社アースホールディングス、株式会社小田急百貨店　新宿店、コンタク
トのアイシティ（HOYA株式会社アイケアカンパニー）、新宿住まいのショールー
ム会、一般社団法人日本フィットネス産業協会（FIA）、株式会社ミュゼプラチナム
※実施期間は企業・団体によって異なります。

パネル展を行います！
都庁第一本庁舎１階中央

アートワークスペースにて
子宮頸がん検診に関するパ
ネル展を開催します。
実施期間
２月28日（金曜日）から
３月４日（水曜日）まで

子宮頸がん検診は、20歳から2年に1回受けましょう
・子宮頸がん検診では、医師による診察と細胞診を行い、15分程度で終わります。
・このような症状に気づいたらすぐに医療機関へ
  不正出血、おりものの異常、下腹部や腰の痛みなど

FAX

子宮頸がん検診の受診率の特に低い、20代前半の女性に向けた情報発信を行います！
子宮頸がん検診啓発動画を作成しました！
初期の子宮頸がんの多くは自覚症状がないため、自分で気が付くことは困難です。
検診受診の大切さを伝えるため、「知ってる？20歳からの子宮頸がん検診」、「20歳を過ぎたら、２年に１回

子宮頸がん検診」の２種類の15秒動画を作成しました。動画は、東京都公式動画チャンネル「東京動画」から
ご覧いただけます。また女性の健康週間の期間中は、都内大型ビジョンでの放映やＳＮＳ広告での発信を行い
ます。
 https://tokyodouga.jp/

「20代女子のステキな未来を目指す特別講座」
開催レポート掲載中！
ゲストにモデルの谷まりあさんをお迎えし、子宮頸がんや子宮頸がん

検診について学ぶ講座を開催しました。
医師からの「20代から知っておくとよいこと」の解説や、なかなか

聞く機会のない子宮頸がん経験者の話等を掲載しています。
開催レポートは、キャンペーンサイトからご覧いただけます。
 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kensui/gan/2019kouza/

東京都がん検診啓発
　キャラクター
　　「モシカモくん」

「知ってる？20歳からの子宮頸がん検診」 「20歳を過ぎたら、2年に1回子宮頸がん検診」
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お知らせお知らせ

●第31回腎臓病を考える都民の集い
日　　　時　３月15日（日曜日）13時から16時30分まで
会　　　場　都民ホール（東京都庁都議会議事堂１階）
定　　　員　250名（当日先着順。参加費無料）
講　　　演　①「慢性腎臓病（ＣＫＤ）を良く知ろう～腎臓を守るために～」
　　　　　　福井　亮　先生（東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科助教）　
　　　　　　②「今日から実践！腎臓を守る食事療法のコツ」
　　　　　　赤石　定典　先生（東京慈恵会医科大学附属病院栄養部係長管理栄養士）　
　 特定非営利活動法人東京腎臓病協議会　  03-3944-4048
　 福祉保健局保健政策部疾病対策課　  03-5320-4476

TEL
TEL

FAXTEL

●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　４月10日（金曜日）から９月18日（金曜日）までの毎週金曜日（全22回）
　　　　　　①13時30分から　②18時30分から
会　　　場　①多摩会場　多摩障害者スポーツセンター　②三田会場　東京都障害者福祉会館
定　　　員　いずれも入門・初級・中級・上級クラス各15名（中級は三田のみ）
　　　　　　各会場とも面接あり（４月３日（金曜日）は多摩・三田両会場ともに開催）
申 込 方 法　申込書の入手：住所、氏名、電話番号、FAX番号、「中途失聴者・難聴者手話講習会受講希望」と明記し、

　 かはがきにて下記へ。または　 からダウンロード。
　　　　　　申込書を３月９日（月曜日）まで（消印有効）に下記へ。詳細は　 で。
　　　　　　テキスト代1,500円
郵 送 先　東京都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
　 福祉保健局障害者施策推進部計画課 　 03-5320-4147 　 03-5388-1413
　 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shougai/koza/shuwakoushuukai.html

HP
HP

●失語症者向け意思疎通支援者養成講習会

TEL
TEL

対　　　象　失語症者の福祉に理解と熱意があり、受講後、都内で活動できる方。書類選考有。
講 習 期 間　必修基礎コース　５月23日（土曜日）から令和３年２月20日（土曜日）まで（全40時間）
　　　　　　応用コース　　　５月23日（土曜日）から令和３年２月20日（土曜日）まで（全40時間）
定　　　員　必修基礎コース40人、応用コース20人（原則必修基礎コース修了者）
申　　　込　①または②のいずれかの方法
　　　　　　①所定の申込書（　  等で入手可）を郵送または　  で東京都言語聴覚士会へ（〒164-8512 中野

区中野４－１－１中野サンプラザ９階、 　 03-6859-7568     oubo-ishisotsu@st-toshikai.org）
　　　　　　②東京都言語聴覚士会     応募フォームに直接入力
申 込 期 限　３月17日（火曜日）（消印有効）
　 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shougai/koza/shitugoyousei.html
　 東京都言語聴覚士会　　03-6859-7568
　 福祉保健局障害者施策推進部計画課　  03-5320-4147 　 03-5388-1413

TEL
HP

TEL
FAXTEL

●人工肛門・人工膀胱保有者（オストメイト）講習会
内　　容　地震に際しての一時滞在施設の備え等
日　　時　３月８日（日曜日）13時30分から16時30分まで
会　　場　立川市市民会館（たましんRISURUホール）（立川市錦町３－３－20）５階　
　　　　　第６から７会議室　参加希望の方は、直接会場へお越しください。
　 日本オストミー協会東京都協議会　  03-3205-0248
　 福祉保健局障害者施策推進部計画課　  03-5320-4147　  03-5388-1413
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お知らせお知らせ

●第31回腎臓病を考える都民の集い
日　　　時　３月15日（日曜日）13時から16時30分まで
会　　　場　都民ホール（東京都庁都議会議事堂１階）
定　　　員　250名（当日先着順。参加費無料）
講　　　演　①「慢性腎臓病（ＣＫＤ）を良く知ろう～腎臓を守るために～」
　　　　　　福井　亮　先生（東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科助教）　
　　　　　　②「今日から実践！腎臓を守る食事療法のコツ」
　　　　　　赤石　定典　先生（東京慈恵会医科大学附属病院栄養部係長管理栄養士）　
　 特定非営利活動法人東京腎臓病協議会　  03-3944-4048
　 福祉保健局保健政策部疾病対策課　  03-5320-4476

TEL
TEL

FAXTEL

●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　４月10日（金曜日）から９月18日（金曜日）までの毎週金曜日（全22回）
　　　　　　①13時30分から　②18時30分から
会　　　場　①多摩会場　多摩障害者スポーツセンター　②三田会場　東京都障害者福祉会館
定　　　員　いずれも入門・初級・中級・上級クラス各15名（中級は三田のみ）
　　　　　　各会場とも面接あり（４月３日（金曜日）は多摩・三田両会場ともに開催）
申 込 方 法　申込書の入手：住所、氏名、電話番号、FAX番号、「中途失聴者・難聴者手話講習会受講希望」と明記し、

　 かはがきにて下記へ。または　 からダウンロード。
　　　　　　申込書を３月９日（月曜日）まで（消印有効）に下記へ。詳細は　 で。
　　　　　　テキスト代1,500円
郵 送 先　東京都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
　 福祉保健局障害者施策推進部計画課 　 03-5320-4147 　 03-5388-1413
　 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shougai/koza/shuwakoushuukai.html

HP
HP

●失語症者向け意思疎通支援者養成講習会

TEL
TEL

対　　　象　失語症者の福祉に理解と熱意があり、受講後、都内で活動できる方。書類選考有。
講 習 期 間　必修基礎コース　５月23日（土曜日）から令和３年２月20日（土曜日）まで（全40時間）
　　　　　　応用コース　　　５月23日（土曜日）から令和３年２月20日（土曜日）まで（全40時間）
定　　　員　必修基礎コース40人、応用コース20人（原則必修基礎コース修了者）
申　　　込　①または②のいずれかの方法
　　　　　　①所定の申込書（　  等で入手可）を郵送または　  で東京都言語聴覚士会へ（〒164-8512 中野

区中野４－１－１中野サンプラザ９階、 　 03-6859-7568     oubo-ishisotsu@st-toshikai.org）
　　　　　　②東京都言語聴覚士会     応募フォームに直接入力
申 込 期 限　３月17日（火曜日）（消印有効）
　 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shougai/koza/shitugoyousei.html
　 東京都言語聴覚士会　　03-6859-7568
　 福祉保健局障害者施策推進部計画課　  03-5320-4147 　 03-5388-1413

TEL
HP

TEL
FAXTEL

●人工肛門・人工膀胱保有者（オストメイト）講習会
内　　容　地震に際しての一時滞在施設の備え等
日　　時　３月８日（日曜日）13時30分から16時30分まで
会　　場　立川市市民会館（たましんRISURUホール）（立川市錦町３－３－20）５階　
　　　　　第６から７会議室　参加希望の方は、直接会場へお越しください。
　 日本オストミー協会東京都協議会　  03-3205-0248
　 福祉保健局障害者施策推進部計画課　  03-5320-4147　  03-5388-1413

東京都障害者総合スポーツセンター      03-3907-5631       03-3907-5613
https://tsad-portal.com

問 FAXTEL
HP
東京都多摩障害者スポーツセンター      042-573-3811       042-574-8579
https://tsad-portal.com

問 FAXTEL
HP

●東京都障害者スポーツセンター

「シニアと家族のお薬シンポジウム」は、東京都とＰＭＤＡ（（独）医薬品医療機器総合機構）の初コラボ！
前半は、薬による思わぬ副作用について、経験者の立場からのご講演。後半は、シニア世代に多い薬の副作用、意外

と知らない薬やサプリメントの飲み合わせなどについてクイズ形式で分かりやすく解説します。来場者プレゼントあり。
多くの方のご参加をお待ちしています。
日　　時　３月８日（日曜日）　13時30分から15時45分まで（開場：13時）
場　　所　都民ホール（東京都庁　都議会議事堂１階）
主　　催　東京都、（独）医薬品医療機器総合機構
講　　師　湯淺　和恵　氏（SJS（スティーブンス・ジョンソン症候群）患者会代表）
アドバイザー　林　昌洋　氏（（一社）日本病院薬剤師会副会長）、望月　眞弓　氏（慶應義塾大学名誉教授）、
　　　　　堀越　博一　氏（（公社）日本薬剤師会理事）
定　　員　200名（当日先着順、参加無料）※申込は不要です。当日会場にお越しください。
　 健康安全研究センター健康危機管理情報課食品医薬品情報担当　  03－3363－3472
　 http://www.tokyo-eiken.go.jp/kj_shoku/qqbox/forum19_2/

●「シニアと家族のお薬シンポジウム」を開催します！

開　催　名 開 催 日 ・ 時 間 対　象　者 申　　込

総
　
　
合

※１　みんなでテニス
【共催：センタークラブ】
王子グリーンテニスクラブ

２月 22日（土曜日）
13時から 16時まで　※雨天中止

障害児者・介護者
地域住民 不　要

※２　みんなで卓球
【共催：センタークラブ】
レインボー
スペシャルオリンピックス東京

２月 29日（土曜日）
13時から 15時まで

障害児者・介護者
地域住民 不　要

※３　にこにこ水中運動 毎週月曜日　4月から※ 9月 30日、3月 30日を除く　　　
10時 15分から 10時 50分まで 障害児者・介護者 不　要

多
　
摩

※４　TAMAアクア ２月２日（日曜日）12時から 13時まで 障害児者 不　要

※５　レッツ！車いすバスケ 2月 23日（日曜日）9時から 12時まで 障害児者・介護者
地域住民 不　要

※６　みんなで☆ボッチャ ２月 24日（月曜日）10時から 12時まで 障害児者・介護者
地域住民 不　要

※１※２　初心者でも大丈夫！ラケットスポーツを通じて、みんなで交流しましょう！ご家族、お友達、ご近所の方もご一緒にどうぞ！
※３　　　水の力を利用した体操のアクアビクスと浮き具を利用したヌードルビクスをします！
　　　　　また、ウォーキングでは、水中を自由自在に歩行します。
※４　　　リラクゼーションからアクアビクスまで水中で楽しく身体を動かしましょう！
※５　　　車椅子の基本操作や試合を行います。どなたでもご参加いただけます。車いすバスケに挑戦してみましょう！
※６　　　ボッチャは誰もが一緒に楽しめる奥深いスポーツです。どなたでもご参加いただけます。お友だちを誘ってみんなで挑戦してみましょう！

●放射線の基礎知識に関する講演や放射線測定の実習などを行う講習会を実施します
開催日時　２月28日（金曜日）14時から17時まで
会　　場　東京都健康安全研究センター（新宿区百人町３―24―１）
内　　容　講師：藤島　かおり　先生（日本アイソトープ協会）

　　　　　薮谷　孝志　先生（元富士電機株式会社）
　　　○放射線の基礎的事項に関する講演
　　　○放射線の性質に関する実習　　
　　　○グループディスカッション

定　　員　50名（参加無料。申込者多数の場合は抽選）
申込締切　２月19日（水曜日）　※郵便の場合は当日必着
申　　込　往復はがきまたは　 により、お申し込みください。

（記入項目）
①氏名（ふりがな）、②電話番号、③業種（お勤めの場合）、④同行される方全員の氏名、⑤講習会で
お聞きになりたい内容、ご質問、⑥手話通訳や車いす利用などが必要な方はその旨、⑦保育を希望
される方は子供の人数と年齢

往復はがきの郵送先
〒169-0073　新宿区百人町３―24―１
東京都健康安全研究センター 環境情報担当

　 https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo/uketsuke/form.do?acs=R1housyasen2
　 東京都健康安全研究センター環境情報担当　   03-3363-3487TEL

TEL
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世界結核デー記念行事　映画「うさぎ追いし 山極勝三郎物語」上映＆講演会を開催
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東京都では、毎年約2,000人が結核を発症し、20から50歳代がそのうちの４割を占めます。
結核に関する知識の普及のため、以下のように映画上映・講演会およびパネル展示を開催します。上映映画では、

結核を患いながら研究にまい進する山極氏の生涯が描かれています。映画を通して、結核について身近に考えてみ
ませんか。上映後の講演会では、結核の基礎知識をお伝えします。

新型コロナウイルス関連肺炎に関する電話相談窓口（コールセンター）の設置

東京都では、新型コロナウイルス関連肺炎の患者発生を踏まえて、都民の皆さまからの相談に対応
するために、電話相談窓口（コールセンター）を設置しました。

1882年３月24日　ロベルト・コッホは、結核菌を発見したことを学会で発表しました。WHO(世界保健機関)は
結核問題の重要性を警告し、結核対策の強化の必要性を訴えるため、この日を「世界結核デー」とすることにしました。

日　　時　３月16日(月曜日)から３月19日(木曜日)まで　都庁開庁時間（初日12時から、最終日16時まで）
会　　場　都庁第一本庁舎１階中央　アートワークスペース

 15 日 第 3回東京 2020 パラリンピックの成功とバリアフリー推進に向けた懇談会
 16 日 東京都硫黄島戦没者追悼式
 20 日 東京都自立支援協議会セミナー（第 24回東京都障害者福祉交流セミナー）
 23 日 新型インフルエンザ患者移送・受入れ訓練
 27 日 東京都薬事審議会
  東京都児童福祉審議会第 3回本委員会

映画「うさぎ追いし 山極勝三郎物語」上映＆講演会　
「結核を身近に考えよう　～結核は過去の病気ではありません～」
日　　時　３月７日（土曜日）　13時から15時50分まで（12時30分開場）
場　　所　都議会議事堂１階　都民ホール（新宿区西新宿２－８－１）
内　　容　映画「うさぎ追いし 山極勝三郎物語」の上映
　　　　　公益財団法人結核予防会 総合健診推進センター 高柳喜代子医師に

よる講演
定　　員　200名(参加無料・定員超過の場合は抽選)
申込方法　２月21日(金曜日)までに　 または郵送によりお申し込みください。

（郵送の場合消印有効)　　
申 込 先　公益財団法人 東京都結核予防会 業務課 企画調整係
　　　　　〒130-0026　墨田区両国４－５－９
　　　　　　 03-3633-4053 　  03-3633-8453
記載事項　①催し名「令和元年度世界結核デー記念行事」 ②氏名 ③住所 ④電話

番号 ⑤車椅子で来場される方は台数 ⑥テーマに関する講師への質問
※受講決定者には、参加整理券をお送りいたします。申込状況によっ
てはお断りすることがございます。ご了承ください。

開設日時　1月29日（水曜日）18時
受付時間　9時から21時まで（土曜日、日曜日、祝日を含む）
対応内容　感染の予防に関すること、心配な症状があらわれた時の

対応に関することなど

東京都健康安全研究センター　企画調整部健康危機管理情報課疫学情報担当 　 03-3363-3213TEL問

映画上映・講演会

パネル展示

世界結核デーとは

TEL

03-5320-4509
電話番号


