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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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11月は児童虐待防止推進月間
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問 福祉保健局少子社会対策部家庭支援課　TEL 03-5320-4090　FAX 03-5388-1406

福祉保健Web版

　児童虐待とは、保護者によって子供に加えられた行為で、身体的虐待・性的虐待・心理的虐待・ネグレ
クト（養育の放棄又は怠慢）に分類されますが、ほとんどの場合、重複して起こっています。
　昨年度、都内の児童相談所が対応した児童虐待の件数は13,707件で、この10年間で約4倍となっています。
　児童虐待は、皆さんのちょっとした「目配り」、「気配り」で防ぐことができますので、ご協力をお願いします。

子供の様子
　◦不自然な傷がある
　◦衣服や身体がいつも汚れている など
親の様子
　◦地域の中で孤立している
　◦子供のけがや病気を放置している
　◦小さな子供を置いたまま度々外出している など

「虐待かな」と思ったら迷わず、
児童相談所全国共通ダイヤル 1
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　通告内容が間違っていた場合でも、通告した人が責任を
問われることはありません。

児童相談センター電話相談室 TEL 03-3366-4
よ
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聴覚・言語障害者用ファクス FAX 03-3366-6036
月曜日から金曜日9時から21時まで、土曜日・日曜日・祝日9時から17時まで（年末年始を除く。）
相談は、お住まいの区市町村の子供家庭支援センター又は児童相談所でも受け付けています。

子育ての悩みや困っていることを相談してください

虐待のサイン

　OSEKKAI（おせっかい）とは、子育てしている
親と子を優しく見守る行動のことをいいます。
　東京都では、皆さんのOSEKKAI により、児童
虐待を未然に防止し、早期対応につなげる計画を
推進します。HP http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/osekkai/189
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11月16日から12月15日は東京都エイズ予防月間です！特 集

 ～平成30年度テーマ　『みんなで描こうステキなミライ』～
　 昨年、都内では464人（1日当たり1.3人）が、新
たにHIVに感染、又はエイズを発症したことが分かっ
ており、そのうち、20歳代から30歳代が約63％と若
い世代に多くなっています。HIVに感染しても自覚症
状がほとんどないため、気になることがあれば、まず
はご相談ください。

月 間 中 の イ ベ ン ト 情 報

性感染症総合サイト「東京都性感染症ナビ」を開設しました！

◦�講演会「働く世代に多いHIV／エイズ　～誰もが働きやすい職場とは～」
　 日　時　12月6日（木）19時から21時まで
　会　場　AP東京八重洲通り（東京駅八重洲中央口から徒歩６分）
　�申込み　 11月30日（金）までに、web（右のQRコード）でお申し込みください。
　 HP http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/kansen/aids/yobo_gekkan/yobo_g_keihatsu.html
◦ライブイベント「Words�of�Love ～ Let’s�talk�about�HIV ／ AIDS ～」（参加無料）
　 日　時　11月30日（金）18時から19時まで
　会　場　東京ソラマチ地下3階エントランススペース（押上駅連絡フロア）
　Ｍ　Ｃ　ライセンス（お笑い芸人）ほか
　 HP http://www.wordsoflove.jp/
◦都庁舎を赤色にライトアップ
　 日　時　12月1日（土）から9日（日）18時から23時まで
◦エイズパネル展示
　 日　時　11月26日（月）から30日（金）まで　　会　場　都庁第一本庁舎1階中央

　性感染症の症状や予防方法、検査の情報などを分かりやすく掲載した性感染症総合サイト「東京都性感
染症ナビ」を開設しました。現在流行中の梅毒について学べるe–ラーニングも掲載しており、
梅毒の特徴や予防方法などをクイズ形式で勉強できます。

　 HP http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/seikansensho/

東京都HIV／エイズ電話相談（匿名）
TEL 03-3292-9090

　「感染しているのでは」、「どんなことで感染する
の」などの様々な不安や疑問を相談できます。
　月曜日から金曜日：9時から21時まで
　土曜日・日曜日・祝日：14時から17時まで

月間中は検査・相談体制を拡充します！（匿名・無料）

　HIV検査は都内の保健所や検査室
で、年間を通じて匿名・無料で受ける
ことができます。
　都内の検査情報については、「東京
都HIV検査情報Web」をご覧ください。

問 福祉保健局健康安全部感染症対策課　TEL 03-5320-4487　FAX 03-5388-1432
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　東京都では、動物愛護相談センターや動物愛護団体等が行う保護犬、保護猫の譲渡活動をより多くの方々
に知っていただくため、東京都独自の取組として、11月を「動物譲渡促進月間」としています。
　月間中は、譲渡事業PRイベント「ワンニャンとうきょう展」等、様々な取組を行っています。

　また、福祉保健局 HP 「ワンニャンとうきょう」では、保護犬や保護猫を新しい家
族として迎え入れる方法や譲渡会の情報等を掲載しています。ぜひご覧ください！
HP http://wannyan.metro.tokyo.lg.jp/

ワンニャンとうきょう展（譲渡事業PR写真展）
日時　11月23日（金・祝）正午から17時まで
会場　都議会議事堂1階　都政ギャラリー
内容　 東京都譲渡対象団体や東京都動物愛護推進員が譲渡した犬や猫の写真の展

示等を行います（入場自由・無料）。

問 福祉保健局健康安全部環境保健衛生課　TEL 03-5320-4412　FAX 03-5388-1426

11 月は動物譲渡促進月間です

　SIDSは、何の予兆や既往歴もないまま乳幼児が死に至る原因の分からない病気で、窒息などの事故とは
異なります。平成29年には77名の赤ちゃんがSIDSで亡くなっており、乳児期の死亡原因としては第4
位となっています。
　SIDSの予防方法は確立していませんが、以下の3つのポイントを守ることにより、SIDSの発症率が低
くなるというデータがあります。

　東京都では、SIDS等で子供を亡くされたご家族の精神的な支援のために、専門職やビフレンダー（同じ
体験をしたご家族）による電話相談を実施しています。
　かけがえのない子供を亡くされた方がその悲しい出来事を乗り越えるために、お手伝いができればと
思っています。

1．1歳になるまでは、寝かせる時はあおむけに寝かせましょう
2．できるだけ母乳で育てましょう
3．たばこをやめましょう

『SIDS電話相談　子供を亡くされたご家族のために』
電話番号　TEL 03-5320-4388
受付時間　毎週金曜日10時から16時まで（祝日・年末年始を除く。）

問 福祉保健局少子社会対策部家庭支援課　TEL 03-5320-4368　FAX 03-5388-1406
HP http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/sodan/sids.html

11月は乳幼児突然死症候群（SIDS）対策強化月間です

足立児童相談所が仮移転します
　足立児童相談所は、12月3日（月）から仮移転します。
移転後の所在地　〒123-0872　足立区江北3-8-12
　　　　　　　　※TEL 、FAX は移転前後で変更ありません。
交通　日暮里・舎人ライナー「江北駅」から徒歩12分

問 足立児童相談所　TEL 03-3854-1181　FAX 03-3890-3689
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　障害者の自立と社会参加を実現するためには、都民の皆さんの理解と協力が大変重要です。東京都では、
障害者の福祉について関心と理解を深めていただくため、障害者週間に様々な行事やポスター等による啓
発を行います。

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

問 福祉保健局保健政策部健康推進課　TEL 03-5320-4356　FAX 03-5388-1427
HP http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kensui/tonyo/index.html

12 月 3日から 9日は障害者週間です

予防啓発動画
「他人事（ひとごと）ではない！～今日から始めよう！糖尿病予防～」
　レポーターの阿部祐二さんを進行役に、糖尿病を予防する生活習慣をミ
ニドラマ形式で紹介します。糖尿病予防にぜひご活用ください！。
HP http://www.youtube.com/tokyo/（YouTube東京都チャンネル）

今日から始めよう！糖尿病予防～11月 14日は世界糖尿病デー～
　糖尿病は、血液中のブドウ糖濃度（血糖値）の高い状態が続く病気です。40歳か
ら74歳までの都民の約３人に１人は、糖尿病を発症しているかその予備群です。
　初期には自覚症状がほとんどないため、高血糖状態を放置していると血管への障
害が進行し、腎症や網膜症、神経障害から、人工透析や失明、下肢切断等の深刻な
合併症を引き起こします。
　糖尿病予防のために、食生活を整え、体を動かし、ストレスをためないようにするなど、正しい生活習
慣を実践しましょう。また、定期的に健康診断を受け、血糖値が高いと言われたらすぐに医療機関を受診し、
糖尿病と診断されたら、医師の指示に従って血糖値をコントロールすることが大切です。

東京都では障害者理解に関する情報を発信しています！
障害者理解促進サイト「ハートシティ東京」　 HP http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/tokyoheart/

障害者差別解消　民間事業者向け説明会を開催します！
　本年10月1日に施行された「東京都障害者差別解消条例」の趣旨や「合理的配慮の提供」について、民間事業者の
皆様にご理解いただき、差別解消への取組を一層推進していただくための説明会を行います。
日時　�12月5日（水）14時から16時30分まで　会場　都庁第一本庁舎5階　大会議場
HP �http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/shougai_shisaku/sabetsukaisho_yougo/jigyousha_setsumeikai.html

障害者の電話相談（法律・福祉・年金）
　障害のある方及びご家族・関係者を対象に、弁護士等が専門的な電話相談（FAX  ・Eメール�でも可）を受け付けます。
日時　12月4日（火）から9日（日）10時から17時まで（受付16時まで。12時から13時を除く。）
相談窓口　東京都障害者社会参加推進センター
　　　　　TEL  03-5261-0729、03-5261-0807、03-3268-7184　FAX 03-3268-7228　Eメール info@tosinren.or.jp

「第38回ふれあいフェスティバル」を開催します！
日時　12月3日（月）13時から15時まで（開場12時）
会場　都庁第一本庁舎5階　大会議場
内容　◦表彰式典（障害者自立生活者、障害者自立支援功労者）
　　　◦ふれあいステージ
　　　　①歌手・すみれさんによるミニコンサート
　　　　②�和太鼓奏者・友野龍士さんによる和太鼓パフォー

マンス
　　　　③�車いすダンススポーツ連盟によるダンスパフォー

マンス
HP �http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/
koza/hurefesu.html

＜障害者週間標語＞
「『知りたい』が相互理解の始発駅」
市橋正和さんによる標語（一般公募）

＜障害者週間ポスター起用イラスト＞

第33回東京都障害者総合美術展
最優秀賞「東京駅の玄関」久保貴寛さん
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　公益財団法人東京都福祉保健財団では、今年度から、介護職員の定着支援及び高齢者の自立支援を目的
に、次世代介護機器（介護ロボット）の適切な使用及び効果的な導入を支援する「次世代介護機器の活用
支援事業」を実施しています。
　次世代介護機器の普及啓発の取組の一つとして、財団内の福祉
用具・次世代介護機器実習展示室において、実際に次世代介護機
器を見て、触って、体験できる「次世代介護機器体験展示コーナー」
を開設しました。
　この体験展示コーナーでは、都内の介護サービス事業所の方に
「見学」・「体験」の機会を提供するとともに、専門アドバイザー
による「相談窓口」を設け、次世代介護機器に関する情報提供や
機器導入・活用に関するアドバイスを行います。

●次世代介護機器とは？
　ロボット技術の応用により、利用者の自立支援や介護者の負担軽減の効果を有する機器です（介護
ロボット）。

●次世代介護機器体験展示コーナーの特徴は？
　▪「総合型」・「特化型」による展示を行っています。

　　※厚生労働省と経済産業省は、以下の６分野をロボット技術の介護利用における重点分野に定めています。
　　（１）移乗介護　（２）移動支援　（３）排泄支援　（４）見守り・コミュニケーション　（５）入浴支援　（６）介護業務支援

　▪展示機器は随時入れ替えます。

●相談窓口では何をやっているの？
　�　次世代介護機器には「介護者の負担軽減」、「利用者の自立支援」、「介護現場の生産性向上」といっ
たメリットがあります。しかし、期待する効果を得るためには「マネジメント」が必要です！

　　相談窓口では、機器の導入前後できちんと「マネジメント」するため、主に以下の支援を行います。

●次世代介護機器体験展示コーナーの運営について
　 開設日時 　�平日10時から16時まで（12時から13時を除く。）
　 会　　場 　公益財団法人福祉保健財団（新宿区西新宿2-7-1　小田急第一生命ビル19階）
　※「体験」、「相談窓口」は予約制です。当財団までご連絡ください。

問 公益財団法人東京都福祉保健財団次世代介護機器担当
　　TEL 03-3344-7275 　FAX 03-3344-8594
HP http://www.fukushizaidan.jp/205jisedaikiki/index.html

「次世代介護機器体験展示コーナー」をオープンしました！！
公益財団法人東京都福祉保健財団

　そのほか、都内の介護サービス事業所の皆様を対象に、次世代介護機器の効果的な導入に向けて「普及
啓発セミナー」や「公開見学会」を実施します。詳細は、当財団� HP �をご覧ください。

�厚生労働省と経済産業省が定める
重点分野の機器を網羅的に展示

総合型展示
重点分野の中から特定の分野の機
器を複数展示

特化型展示

課題の整理 目標の設定 協力体制
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◦「麻薬・覚醒剤乱用防止運動東京大会」を開催します
　東京都では、薬物乱用の根絶を図るために、全国一斉に実施している麻薬・覚醒剤乱用防止運動の
一環として、「麻薬・覚醒剤乱用防止運動東京大会」を開催します。
日　時　11月25日（日）13時から15時30分まで
　　　　※薬物乱用防止企画展示（パネル展示 等）正午から16時まで
会　場　都議会議事堂１階　都民ホール（新宿区西新宿2-8-1）
実施内容
１.式典　２.表彰式　３.厚生労働省による講演　４.薬物乱用防止高校生会
議活動成果発表　５.トークセッション　６.シンガーソングライター芸人
AMEMIYAさんによるオリジナルパフォーマンス　７.大会宣言
定　員　200名（先着順・入場無料）
申込み　11月20日（火）正午までに、 TEL又は参加申込用 HP により下記までお申し込みください。
　　　　麻薬・覚醒剤乱用防止運動東京大会事務局（株式会社小学館集英社プロダクション内）
　　　　TEL 03-3515-6779（平日10時から17時まで）　 HP http://www.d-info.net/no-drug-tokyo/
　　　　※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。
問 福祉保健局健康安全部薬務課　TEL 03-5320-4504　FAX 03-5388-1434

◦都民アレルギー講演会「ぜん息・アトピー・食物アレルギー　早めの対応で楽々生活」を開催します
　アレルギーの基礎的な知識や適切な対応などについて、専門家が講演します。
日　時　平成31年1月11日（金）13時30分から17時まで
会　場　都庁第一本庁舎5階　大会議場
内　容　「アレルギーの基礎知識」　赤澤 晃 氏（都立小児総合医療センターアレルギー科部長）
　　　　「実践スキンケア」　益子 育代 氏（都立小児総合医療センター看護部アレルギーエデュケーター）
定　員　500名
申込み　12月20日（木）までに、TEL、FAX、郵送、Eメール又はwebフォームにより、お申し込みください。

記載事項： ①氏名（フリガナ）、②住所、③電話番号、④所属・職種（関係者のみ）、⑤同行される方
全員の氏名、⑥講師に対する質問、⑦手話通訳の希望や車いすの利用、⑧保育の希望
の有無、⑨お子様の氏名、⑩性別、⑪講演会当日の年齢（⑧〜⑪はお子様連れの方のみ）

申込先：都民アレルギー講演会運営事務局
　　　　　　　　〒113-0021文京区本駒込3-9-3（株式会社トライ内）
　　　　　　　　TEL 03-3824-7286（平日９時から17時まで）　FAX 03-3824-7250
　　　　　　　　Eメール allergy2018@try-sky.com　 HP https://secure.try-sky.com/allergy2018/
　　　　　　　　※事前に参加整理券をお送りします。当日、会場受付までお持ちください。
その他　生後6か月から就学前までのお子様を対象に保育を実施します。
　　　　（定員10名、要予約。申込多数の場合は、月齢の低いお子様を優先）
問 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（平日９時から17時まで）　FAX 03-5386-7427

◦東京都在宅療養推進シンポジウムを開催します
　認知症やひとり暮らしだと在宅療養は難しいと思っていませんか？
　東京都では「病院から地域へ〜認知症やひとり暮らしでも地域で過ごすことができる〜」をテーマ
に、認知症やひとり暮らしなどの在宅療養が難しいと思われる患者さんでも、医療・介護関係者が協
力して環境を整えることで、地域で在宅療養生活を送ることができるということをお伝えするシンポ
ジウムを開催します。ぜひご参加ください。
日　時　12月1日（土）14時から17時まで　
会　場　ベルサール飯田橋駅前（千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル）
内　容　講演（在宅医、病院医師、訪問看護師、ケアマネジャー 等）及びパネルディスカッション
定　員　 500名程度（先着順・参加無料）
　　　　※定員に達した場合に限り、お申込みをお断りする場合があります。

申込み　 11月22日（木）までに、 HP に掲載している参加申込書に必要事項を記入し、
FAXにより下記担当までお申し込みください。

問 公益社団法人東京都医師会医療介護福祉課
　  TEL 03-3294-8835　FAX 03-3292-7097
HP http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/iryo_hoken/zaitakuryouyou/symposium.html

お知らせ
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◦平成30年度第2回東京都薬剤師認知症対応力向上研修
日　時　12月16日（日）13時40分から16時35分まで
会　場　明治大学アカデミーホール（千代田区神田駿河台1-1　アカデミーコモン内）
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　12月10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）

◦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53年4月2日以降に生まれた方
人　員　1名
採　用　平成30年度内
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
HP http://www.vill.hinohara.tokyo.jp/0000000612.html

◦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　無料（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、ヘレン・ケラー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！水泳入門（日曜版）　
※1

1月13日（日）・27日（日）・2月3日（日）・
24日（日）・3月3日（日）12時～ 12時
50分

障害児者 必要
（申込期間：12/2 ～ 12/23）

チャレンジ スポーツ（ソフトラク
ロス）
共催：ソフトラクロスインドア同
好会　※2

1月14日（月・祝）13時～ 15時 障害児者 必要
（申込期間：12/3 ～ 12/24）

みんなでテニス　※3 12月15日（土）13時～ 16時 障害児者
介護者、地域住民 不要

多
　
摩

レッツ！車いすバスケ　※4 12月15日（土）9時～ 12時 障害児者
介護者、地域住民

不要ショートテニスデビュー　※5 12月18日（火）13時～ 15時 障害児者
トランポリン　※6 12月22日（土）13時～ 15時30分 障害児者

※1　 水泳の基礎をしっかり学んで、上達への近道を！ 25m完泳が目標！ 25ｍはなんとかクリアーしたけど、もう少し泳げるよう
になりたいという方もどうぞ！

※2　センタークラブのクラブ活動に参加して仲間と一緒にスポーツを体験しましょう！
※3　テニスを通じて、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！
※4　 初めての方も大歓迎！年齢や障害の有無に関わらずどなたでもご参加いただけます！車いすの基本操作や試合を行います。
※5　スポンジのボールを使用して行う屋内スポーツです。皆さんで楽しくプレーしましょう！
※6　大きなトランポリンで全身を使ってジャンプを楽しみましょう！
 （※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。）

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

ひのじゃがくん



　都内において、7月下旬から風しん患
者報告数の増加が続いています。風しん
に対する免疫を持たない女性が、妊娠中

（特に妊娠20週頃まで）に風しんに感染
すると、胎児が白内障や先天性心疾患、
難聴を主な症状とする先天性風しん症候
群にかかるおそれがあります。
　先天性風しん症候群を予防するため、
妊婦及びその同居者、妊娠を予定又は希
望する女性及びその同居者の方は特に注
意が必要です。

　区市町村において、風しん抗体検査や予防接種の費用助成等を実施している場合があります。対象者や申込方法
等の詳細は、お住まいの区市町村にご確認ください。福祉保健局 HP  でも区市町村の実施状況をご覧いただけます。
HP http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/kansen/measles-rubella/fuushin_koutai.html

妊娠を予定又は
希望する女性

  1日   ピンクリボンin東京2018　都庁舎をピンク色にライトアップ（～12日）
  3日  東京都児童福祉審議会第8回専門部会
  6日   目の愛護デー「Tokyo Eye Festival 2018」（～7日）
  保育士就職支援研修・相談会
  7日   第38回臓器移植普及推進キャンペーン
  ワンニャンとうきょう展
  9日   第1回東京都健康推進プラン21（第二次）推進会議
  第1回東京都アルコール健康障害対策推進計画策定委員会
13日  リレー・フォー・ライフ・ジャパン2018東京上野（～14日）
14日  ワンニャンとうきょう展
17日   薬事関係及び薬物乱用防止関係功労者知事感謝状並びに厚生労働

統計功労者功績表彰贈呈式

17日  医療的ケア児支援関係機関連絡会
18日  都民のためのおくすり講座「お薬は好き？それとも嫌い？
  ～知って納得、お薬との付き合い方～」
19日   第2回食の安全都民講座「先取り体験！ノロウイルス対策！！」
20日  保育士就職支援セミナー（～21日）
21日  東京都「児童福祉司・児童心理司」業務説明会
25日  第5回都医学研都民講座「白血病治療法の最前線」
26日  東京都南方地域戦没者追悼式
27日  健康安全研究センター施設公開
28日  ピンクリボンin東京2018　町田市共催イベント
31日  第1回東京都歯科医師認知症対応力向上研修

10
月
の
動
き

風しん流行中！抗体検査・予防接種をご検討ください

問 東京2020大会都市ボランティア募集事務局（平日9時から18時まで）
　　TEL 0570-05-2020（IP電話・国際電話の場合　050-3786-0320）　FAX 03-6271-9078
　　Eメール Info2020@city-volunteer.tokyo　 HP http://www.city-volunteer.metro.tokyo.jp/
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募集期間　12月5日（水）正午まで　※郵送は当日消印
応募方法
◦「東京ボランティアナビ」による申込み
　「東京ボランティアナビ」で検索又は右のQRコードから応募フォームに入ってください。
◦郵送又はFAXによる申込み
　 申込用紙を都庁案内コーナーで入手又は「東京ボランティアナビ」でダウンロードし、下記担当までお申し込

みください。

東京2020大会の都市ボランティアを募集中！
　都市ボランティアとは、開催都市・東京の「顔」として、国内外から訪れる観客・
選手の案内を行うボランティアで、活動を通じて自らが東京の魅力を世界へ発信でき
ます（語学力は必須ではありません。）。
　オリンピック・パラリンピック両大会を通じて5日間（1日当たり5時間）から気軽
に参加でき、ご家族やご友人などのグループで応募・活動することもできます。
　東京2020大会というまたとない機会に、大会の感動と日本のおもてなしの心を伝え
る一員になりませんか？ リオ2016大会での活動の様子

問 福祉保健局健康安全部感染症対策課　TEL 03-5320-4482　FAX 03-5388-1432

◦ 不要不急の外出を避け、人混みに近づかないようにしましょう。
◦ 風しんを疑う症状（発熱、発疹など）が出現した際は、あらかじめ医

療機関に連絡の上、受診しましょう。
※�妊娠中はワクチン接種を受けることができません。

妊婦 妊婦の同居者
妊娠を予定又は希望する

女性の同居者
抗体検査を受けましょう

妊婦健診等で
抗体価を

確認しましょう

※ワクチン接種後2か月程度は、避妊するようにしましょう。
ワクチン接種を検討しましょう

抗体価が低い場合抗体価が低い場合
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