
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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福祉保健Web版

FAX福祉保健局少子社会対策部計画課　　 03-5320-4137　  03-5388-1406問 TEL

児童虐待を防止するためのＬＩＮＥ相談 「子ゴコロ・親ゴコロ相談＠東京」を開設します！児童虐待を防止するためのＬＩＮＥ相談 「子ゴコロ・親ゴコロ相談＠東京」を開設します！

●どんなことが相談できるの？
「親からいつも怒られる」、「親
に話を聞いてもらえない」な
どの子供からの相談や、「育児
が大変、疲れた」、「イライラし
て子供を叩いてしまいそう」
などの親からの相談を受け付
けます。

●虐待の通告も受けるの？
虐待通告は、児童相談所全

国共通ダイヤル１８９を御利
用ください。

●秘密は守られるの？
秘密は守ります。相談者の同意がない限り、個人情報や相談内容を第三者に公開することは
ありません。ただし、子供の身体や命に危険があると判断した時など、緊急時には、児童相談
所や警察などの関係機関に連絡して、相談内容を含む個人情報を共有する場合があります。
また、相談内容は、個人が特定できないように情報を加工したうえで、実績の公表や事業の
検証等に活用する場合があります。

（友だち登録用ＱＲコード）



９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10年に急増し、以降はおおむね2,500人から2,900人の横ばいで推移していました
が、平成23年をピークに減少傾向に転じています。しかし、依然として毎年約2,000人の尊い命が失われています。
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」

を実施します。

「こころといのちの講演会」を開催します

つらい気持ち、一人で抱え込まず相談してください

HP
HP

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

●こころといのちの講演会「大学生と考える、つながる、自殺対策シンポジウム」
内　　　　　容　第一部　基調講演
　　　　　　　　　　　 「死から生といのちを考える
　　　　　　　　　　　　～生まれてきた意味・役割は何か、あなた自身の心のケア～」
　　　　　　　　　　　　髙宮　有介　氏（昭和大学医学部　医学教育学講座　教授）
　　　　　　　　第二部 「幸せですか？ワールドカフェで命について考えよう」
　　　　　　　　　　　明治学院大学経済学部岩尾俊兵ゼミによるワールドカフェの実施

●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分まで受付。年中無休
 ９月 21日（土曜日）から 25日（水曜日）までは、24時間受け付けます！
※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。

TEL

●ＬＩＮＥ相談
 アカウント名　相談ほっとＬＩＮＥ＠東京
毎日１７時から２２時まで（受付は２１時３０分まで）
９月は１５時から相談できます！
※ＬＩＮＥ上で友だち登録をして御相談ください。

日　　　　　時　令和元年９月２日（月曜日）13時 30分から17時まで（開場 13時）
会　　　　　場　みなと保健所 8階　（港区三田 1-4-10・都営大江戸線「赤羽橋」駅徒歩 5分）
定　　　　　員　約 200 名
参　　加　　費　無料
企画・運営協力　明治学院大学経済学部岩尾俊兵ゼミ
共　　　　　催　港区
申　込　方　法　等　申込方法は以下の　  を御覧ください。
　　　　　　　　　 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/tokyokaigi/
　　　　　　　　　 rinji1/kouenkai.html
　　　　　　 締　め　切　り　令和元年８月２６日（月曜日）
　　　　　　　　　　　　　　 締め切り後も定員に余裕があれば受付いたします。お問い合わせください。

HP

●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、様々な情報を掲載しています。
 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kokonavi/

髙宮有介 氏

岩尾俊兵 氏

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。

「老人週間」施設等の無料公開と割引一覧

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

※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。

対象施設 電話番号 対　象 日　程 内　　　容

無
　
　
料

多摩動物公園 042（591）1611

60歳以上
※介助が必要な場合、
　付添者1人可
※要年齢証明書提示

9/15（日）～9/21（土）

公園等の入場無料
（9/18（水） 休）葛西臨海水族園 03（3869）5152

井の頭自然文化園 0422（46）1100

公園等の入場無料
（9/17（火） 休）

恩賜上野動物園 03（3828）5171
東京港野鳥公園 03（3799）5031
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
東京都庭園美術館 03（3443）0201

65歳以上の方
※本人のみ
※要年齢証明書提示

9/16（月・祝）

「庭園」入場料無料

東京都江戸東京博物館 03（3626）9974 「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 「コレクション展」、「映像展」、「自主企画展」観覧料無料

東京都現代美術館 03（5245）4111 「常設展」観覧料無料

東京都美術館 03（3823）6921 「企画展　伊庭靖子展　まなざしのあわい」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
※要年齢証明書提示

9/15（日）・9/16（月・祝） 第57回 全展（展覧会期9/9（月）～9/16（月・祝））第48回 齣展（展覧会期9/9（月）～9/16（月・祝））

9/18（水）～9/21（土） 第14回 21美術展（展覧会期9/18（水）～ 9/26（木））

9/19（木）～9/21（土） 第62回 新協美術展（展覧会期9/19（木）～9/26（木））

9/19（木） 第81回 一水会展（展覧会期9/19（木）～10/5（土））

65歳以上の方
※本人のみ
※要年齢証明書提示

9/18（水）～9/21（土） 第49回 双樹展（展覧会期9/18（水）～9/26（木））

60歳以上
※本人のみ
※要年齢証明書提示

9/15（日）・9/16（月・祝） 第49回 純展（展覧会期9/10（火）～9/16（月・祝））

年齢不問 9/19（木）～9/21（土） 第104回 書教展（展覧会期9/19（木）～9/26（木））

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
※要年齢証明書提示

9/15（日）・9/16（月・祝）

再興第104回 院展（展覧会期9/1（日）～9/16（月・祝）） 
※700円

65歳以上の方
※本人のみ
※要年齢証明書提示

第55回記念　 主体展（展覧会期9/1（日）～9/16（月・祝）） 
※500円

東京都交響楽団主催の
演奏会 0570（056）057

65歳以上
※本人のみ
※要年齢証明書提示

サラダ音楽祭
【ロメオとジュリエット】

9/16（月・祝）
東京芸術劇場
コンサートホール
14時開演

曲目／ベルリオーズ：劇的交響曲《ロメオとジュリエット》
出演／大野和士（指揮）ほか　
S～B席定価より1割引き（C席は対象外）
料金（定価）
（S席5,000円、A席4,000円、B席3,000円、C席2,000円）
申込／　  https://salad-music-fes.com/
電話（　 0570-056-057）・都響ガイド窓口へ。
※ 　は「サラダ割引」を選択、窓口・電話は「サラダ割引利用」
と告げてください。

TEL
HP

HP
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９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10年に急増し、以降はおおむね2,500人から2,900人の横ばいで推移していました
が、平成23年をピークに減少傾向に転じています。しかし、依然として毎年約2,000人の尊い命が失われています。
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」

を実施します。

「こころといのちの講演会」を開催します

つらい気持ち、一人で抱え込まず相談してください

HP
HP

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

●こころといのちの講演会「大学生と考える、つながる、自殺対策シンポジウム」
内　　　　　容　第一部　基調講演
　　　　　　　　　　　 「死から生といのちを考える
　　　　　　　　　　　　～生まれてきた意味・役割は何か、あなた自身の心のケア～」
　　　　　　　　　　　　髙宮　有介　氏（昭和大学医学部　医学教育学講座　教授）
　　　　　　　　第二部 「幸せですか？ワールドカフェで命について考えよう」
　　　　　　　　　　　明治学院大学経済学部岩尾俊兵ゼミによるワールドカフェの実施

●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分まで受付。年中無休
 ９月 21日（土曜日）から 25日（水曜日）までは、24時間受け付けます！
※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。

TEL

●ＬＩＮＥ相談
 アカウント名　相談ほっとＬＩＮＥ＠東京
毎日１７時から２２時まで（受付は２１時３０分まで）
９月は１５時から相談できます！
※ＬＩＮＥ上で友だち登録をして御相談ください。

日　　　　　時　令和元年９月２日（月曜日）13時 30分から17時まで（開場 13時）
会　　　　　場　みなと保健所 8階　（港区三田 1-4-10・都営大江戸線「赤羽橋」駅徒歩 5分）
定　　　　　員　約 200 名
参　　加　　費　無料
企画・運営協力　明治学院大学経済学部岩尾俊兵ゼミ
共　　　　　催　港区
申　込　方　法　等　申込方法は以下の　  を御覧ください。
　　　　　　　　　 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/tokyokaigi/
　　　　　　　　　 rinji1/kouenkai.html
　　　　　　 締　め　切　り　令和元年８月２６日（月曜日）
　　　　　　　　　　　　　　 締め切り後も定員に余裕があれば受付いたします。お問い合わせください。

HP

●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、様々な情報を掲載しています。
 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kokonavi/

髙宮有介 氏

岩尾俊兵 氏

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。

「老人週間」施設等の無料公開と割引一覧

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

※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。

対象施設 電話番号 対　象 日　程 内　　　容

無
　
　
料

多摩動物公園 042（591）1611

60歳以上
※介助が必要な場合、
　付添者1人可
※要年齢証明書提示

9/15（日）～9/21（土）

公園等の入場無料
（9/18（水） 休）葛西臨海水族園 03（3869）5152

井の頭自然文化園 0422（46）1100

公園等の入場無料
（9/17（火） 休）

恩賜上野動物園 03（3828）5171
東京港野鳥公園 03（3799）5031
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
東京都庭園美術館 03（3443）0201

65歳以上の方
※本人のみ
※要年齢証明書提示

9/16（月・祝）

「庭園」入場料無料

東京都江戸東京博物館 03（3626）9974 「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 「コレクション展」、「映像展」、「自主企画展」観覧料無料

東京都現代美術館 03（5245）4111 「常設展」観覧料無料

東京都美術館 03（3823）6921 「企画展　伊庭靖子展　まなざしのあわい」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
※要年齢証明書提示

9/15（日）・9/16（月・祝） 第57回 全展（展覧会期9/9（月）～9/16（月・祝））第48回 齣展（展覧会期9/9（月）～9/16（月・祝））

9/18（水）～9/21（土） 第14回 21美術展（展覧会期9/18（水）～ 9/26（木））

9/19（木）～9/21（土） 第62回 新協美術展（展覧会期9/19（木）～9/26（木））

9/19（木） 第81回 一水会展（展覧会期9/19（木）～10/5（土））

65歳以上の方
※本人のみ
※要年齢証明書提示

9/18（水）～9/21（土） 第49回 双樹展（展覧会期9/18（水）～9/26（木））

60歳以上
※本人のみ
※要年齢証明書提示

9/15（日）・9/16（月・祝） 第49回 純展（展覧会期9/10（火）～9/16（月・祝））

年齢不問 9/19（木）～9/21（土） 第104回 書教展（展覧会期9/19（木）～9/26（木））

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
※要年齢証明書提示

9/15（日）・9/16（月・祝）

再興第104回 院展（展覧会期9/1（日）～9/16（月・祝）） 
※700円

65歳以上の方
※本人のみ
※要年齢証明書提示

第55回記念　 主体展（展覧会期9/1（日）～9/16（月・祝）） 
※500円

東京都交響楽団主催の
演奏会 0570（056）057

65歳以上
※本人のみ
※要年齢証明書提示

サラダ音楽祭
【ロメオとジュリエット】

9/16（月・祝）
東京芸術劇場
コンサートホール
14時開演

曲目／ベルリオーズ：劇的交響曲《ロメオとジュリエット》
出演／大野和士（指揮）ほか　
S～B席定価より1割引き（C席は対象外）
料金（定価）
（S席5,000円、A席4,000円、B席3,000円、C席2,000円）
申込／　  https://salad-music-fes.com/
電話（　 0570-056-057）・都響ガイド窓口へ。
※ 　は「サラダ割引」を選択、窓口・電話は「サラダ割引利用」
と告げてください。

TEL
HP

HP
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問

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

FAX

TEL

福祉保健局高齢社会対策部在宅支援課　　03-5320-4276　　03-5388-1395TEL

認知症とともに暮らす

令和元年度東京都認知症シンポジウムの開催

令和元年度東京都食生活改善普及運動

９月21日は「世界アルツハイマーデー」です。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。

野菜をおいしく、バランスよく食べようwithミルク
東京都では、「東京都健康推進プラン２１（第二次）」を策定し、生活習慣病の予防に取り組んでいます。生活習

慣病を予防するために、野菜を１日当たり350ｇ以上摂取することを目標としていますが、都民の約７割は目標量
に達していません。また、働き盛りの世代（30から50歳代）にカルシウムを多く含む牛乳・乳製品の摂取量が少な
い傾向がみられます。
都民一人ひとりが普段の食事を振り返り、望ましい食生活を実践できるように、東京都では区市町村や関係団体

と協力しながら、９月に「野菜をおいしく、バランスよく食べようwithミルク」のテーマのもと、東京都食生活改
善普及運動を実施します。

日　　時　9月17日（火曜日）13時から16時まで
会　　場　なかのＺＥＲＯ　小ホール（東京都中野区中野二丁目9番7号）
定　　員　480名　※参加無料、抽選制
内　　容　第一部　講演「認知症の正しい理解～認知症ってホントに予防できるの？～」

（東京慈恵会医科大学精神医学講座主任教授 繁田 雅弘氏）
第二部　講演「認知症があってもなくても自由に私らしく～居場所と仲間が見せてくれる共生のいま～」

（地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター研究所研究員 宮前 史子氏）
申込方法　8月23日（金曜日）までに往復はがき、　又は　 により以下の内容を記入し、お申込みください。

①氏名（ふりがな）②住所③年齢④職業⑤電話番号⑥　 番号⑦メールアドレス（メール申込み時）⑧車
椅子スペース、拡大文字資料、手話通訳、要約筆記等の希望の有無

申込み先　認知症シンポジウム事務局
〒169-0075　東京都新宿区高田馬場1-29-7 スカイパレスビル３階　㈱ナッソーインターナショナル内
　 03-5155-3975　　03-5155-3976　  ninchi-symposium2019@nassau-int.net

東京都健康推進プラン２１
マスコット　プランちゃん

Eメール

Eメール

TEL

HP

FAX

FAX
FAX

学生や関係団体から、１食当たり120ｇ以上の野菜を使用した「野菜たっぷりバランスランチ・
弁当」のレシピを募集し、都庁内でパネル展示を行います（９月７日（土曜日）から12日（木曜日）まで）。
また、９月９日（月曜日）から12日（木曜日）まで都庁内職員食堂や都議会議事堂レストラ

ン等で「野菜たっぷりバランスランチ・弁当」を提供します。
詳しくは、東京都福祉保健局　　「とうきょう健康ステーション」を御覧ください。

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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●野菜の摂取状況（20歳以上） ●350g未満●350g以上 ●乳類の摂取状況

約７割が野菜不足 働き盛りの世代（30から50歳代）の乳類の摂取量が少ない
（東京都民の健康・栄養状況（平成29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）
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福祉保健局少子社会対策部計画課　　03-5320-4138　　03-5388-1406問 FAXTEL

福祉保健局生活福祉部地域福祉課推進担当　　03-5320-4045　　03-5388-1405問

都内8団体にニッセイ財団から助成
７月１１日、都庁において、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、冒険遊び場活動、療育支援活動、
地域の子育て支援活動等）及び “生き
生きシニア活動”（元気な高齢者の地
域貢献活動）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。
当日は内藤淳福祉保健局長ほか関係

部長立会いのもと、ニッセイ財団伯井穗文常務理事事務局長から、“広がれ、元気っこ活動” について吉祥寺ミニバ
スケットボールクラブ　ブルーサンダーをはじめ３団体に、“生き生きシニア活動” についてことぶき鍋横会をはじ
め５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、各団体に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。

“広がれ、元気っこ活動” 及び “生き生きシニア活動” 助成金贈呈式

東京都子供・子育て会議　都民委員を募集します！

HP

HP

東京都では、「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、都民の方々に委員として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御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まで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３１年４月１日現在）
　　　　　②　３か月に１回程度開催予定の会議に出席できる方
　　　　　③　平成３１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　令和元年９月３０日（※郵送の場合は当日消印有効、　の場合は令和元年９月３０日２４時受信まで有

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８０
０字以内）と、略歴書（下記　  からダウンロード）を送付してください。込み・問い合わせ

応 募 先　〒１６３－８００１　東京都福祉保健局少子社会対策部計画課
 　 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/katei/kodomokosodatekaigi/index.html
※「東京都子供・子育て支援総合計画」は、「子ども・子育て支援事業支援計画」（子ども・子育て支援法）と「行動計画」
（次世代育成支援対策推進法）、「子どもの貧困対策計画」（子どもの貧困対策法）とを合わせて一体的に策定した
総合計画です。

TEL FAX

Eメール

福祉保健８月号4



問

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

FAX

TEL

福祉保健局高齢社会対策部在宅支援課　　03-5320-4276　　03-5388-1395TEL

認知症とともに暮らす

令和元年度東京都認知症シンポジウムの開催

令和元年度東京都食生活改善普及運動

９月21日は「世界アルツハイマーデー」です。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。

野菜をおいしく、バランスよく食べようwithミルク
東京都では、「東京都健康推進プラン２１（第二次）」を策定し、生活習慣病の予防に取り組んでいます。生活習

慣病を予防するために、野菜を１日当たり350ｇ以上摂取することを目標としていますが、都民の約７割は目標量
に達していません。また、働き盛りの世代（30から50歳代）にカルシウムを多く含む牛乳・乳製品の摂取量が少な
い傾向がみられます。
都民一人ひとりが普段の食事を振り返り、望ましい食生活を実践できるように、東京都では区市町村や関係団体

と協力しながら、９月に「野菜をおいしく、バランスよく食べようwithミルク」のテーマのもと、東京都食生活改
善普及運動を実施します。

日　　時　9月17日（火曜日）13時から16時まで
会　　場　なかのＺＥＲＯ　小ホール（東京都中野区中野二丁目9番7号）
定　　員　480名　※参加無料、抽選制
内　　容　第一部　講演「認知症の正しい理解～認知症ってホントに予防できるの？～」

（東京慈恵会医科大学精神医学講座主任教授 繁田 雅弘氏）
第二部　講演「認知症があってもなくても自由に私らしく～居場所と仲間が見せてくれる共生のいま～」

（地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター研究所研究員 宮前 史子氏）
申込方法　8月23日（金曜日）までに往復はがき、　又は　 により以下の内容を記入し、お申込みください。

①氏名（ふりがな）②住所③年齢④職業⑤電話番号⑥　 番号⑦メールアドレス（メール申込み時）⑧車
椅子スペース、拡大文字資料、手話通訳、要約筆記等の希望の有無

申込み先　認知症シンポジウム事務局
〒169-0075　東京都新宿区高田馬場1-29-7 スカイパレスビル３階　㈱ナッソーインターナショナル内
　 03-5155-3975　　03-5155-3976　  ninchi-symposium2019@nassau-int.net

東京都健康推進プラン２１
マスコット　プランちゃん

Eメール

Eメール

TEL

HP

FAX

FAX
FAX

学生や関係団体から、１食当たり120ｇ以上の野菜を使用した「野菜たっぷりバランスランチ・
弁当」のレシピを募集し、都庁内でパネル展示を行います（９月７日（土曜日）から12日（木曜日）まで）。
また、９月９日（月曜日）から12日（木曜日）まで都庁内職員食堂や都議会議事堂レストラ

ン等で「野菜たっぷりバランスランチ・弁当」を提供します。
詳しくは、東京都福祉保健局　　「とうきょう健康ステーション」を御覧ください。

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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●野菜の摂取状況（20歳以上） ●350g未満●350g以上 ●乳類の摂取状況

約７割が野菜不足 働き盛りの世代（30から50歳代）の乳類の摂取量が少ない
（東京都民の健康・栄養状況（平成29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）
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福祉保健局少子社会対策部計画課　　03-5320-4138　　03-5388-1406問 FAXTEL

福祉保健局生活福祉部地域福祉課推進担当　　03-5320-4045　　03-5388-1405問

都内8団体にニッセイ財団から助成
７月１１日、都庁において、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、冒険遊び場活動、療育支援活動、
地域の子育て支援活動等）及び “生き
生きシニア活動”（元気な高齢者の地
域貢献活動）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。
当日は内藤淳福祉保健局長ほか関係

部長立会いのもと、ニッセイ財団伯井穗文常務理事事務局長から、“広がれ、元気っこ活動” について吉祥寺ミニバ
スケットボールクラブ　ブルーサンダーをはじめ３団体に、“生き生きシニア活動” についてことぶき鍋横会をはじ
め５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、各団体に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。

“広がれ、元気っこ活動” 及び “生き生きシニア活動” 助成金贈呈式

東京都子供・子育て会議　都民委員を募集します！

HP

HP

東京都では、「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、都民の方々に委員として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御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まで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３１年４月１日現在）
　　　　　②　３か月に１回程度開催予定の会議に出席できる方
　　　　　③　平成３１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　令和元年９月３０日（※郵送の場合は当日消印有効、　の場合は令和元年９月３０日２４時受信まで有

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８０
０字以内）と、略歴書（下記　  からダウンロード）を送付してください。込み・問い合わせ

応 募 先　〒１６３－８００１　東京都福祉保健局少子社会対策部計画課
 　 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/katei/kodomokosodatekaigi/index.html
※「東京都子供・子育て支援総合計画」は、「子ども・子育て支援事業支援計画」（子ども・子育て支援法）と「行動計画」
（次世代育成支援対策推進法）、「子どもの貧困対策計画」（子どもの貧困対策法）とを合わせて一体的に策定した
総合計画です。

TEL FAX

Eメール
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お知らせお知らせ

問

●「医療と暮らしのほっとライン」無料電話相談会を開催します。
医療ソーシャルワーカーによる医療や福祉に関する無料電話相談会を行います。突然の病気でどうしたらいいか

分からない方や、介護の問題等にお困りの方は、お気軽に御相談ください。関係機関や各職種の方々からの相談
もお受けします。
相 談 期 間　 第1・2・4火曜日13時から16時まで、第3土曜日10時から13時まで
専用電話番号　 03-6907-1781
　一般社団法人東京都医療社会事業協会　　　03-5944-8912
　 東京都福祉保健局医療政策部医療人材課　　03-5320-4441
　 http://www.tokyo-msw.com/news/rinrin/index.html

TEL
TEL

HP

●令和元年度東京都薬剤師認知症対応力向上研修を開催します。

FAX
HP

問
HP

日　時　【第1回】令和元年９月８日（日曜日）15時から18時25分まで
　　　　【第2回】令和元年10月6日（日曜日）15時から18時25分まで
会　場　【第1回】ルミエール府中　コンベンションホール飛鳥（東京都府中市府中町2-24）
　　　　【第2回】 明治大学アカデミーホール（東京都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　 各回500名（参加費無料）
申　込　 下記期日までに、東京都薬剤師会ＨＰの「お知らせ」欄からお申込みください。
　　　　【第1回】令和元年9月2日（月曜日）正午まで
　　　　【第2回】令和元年9月30日（月曜日）正午まで
　　　　詳細は、東京都薬剤師会　 を御覧いただくか、下記担当までお問い合わせください。　
　 東京都薬剤師会薬事情報課　　03-3292-0735　 03-3295-2333
　 http://www.toyaku.or.jp/　（東京都薬剤師会）

TEL

HP

問
HP

●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　令和元年8月30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（東京都新宿区百人町3-24-1）
内　　容　講師：欅田尚樹先生〔産業医科大学　産業保健学部　教授〕　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　山口 一郎先生〔国立保健医療科学院　上席主任研究官〕
　　　　　　　　○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　令和元年8月21日（水曜日）までに、往復はがき または　 により、お申込みください。
　　　　　※郵便の場合は必着
（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、御質問、⑥手話通訳希望や車椅子利用などが必要な方はその旨、⑦保育を希望され
る方はその旨及び子供の人数と年齢

（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=R1housyasen1
　 東京都健康安全研究センター環境情報担当　 03-3363-3487（直通）TEL

くぬぎた

HP
HP

問

FAX

TEL

●セミナー「子どもたちの未来を育てよう～養育費と面会交流を考える～」を開催します。
日　時　令和元年９月２３日（月曜日）13時３０分から16時３０分まで
会　場　東京都セントラルプラザ１２階会議室
対象者　都内在住で、ひとり親家庭の父母、子のある家庭で、離婚を考えている父母等
内　容　養育費・面会交流に関する講演及び交流会
申込み　　 ・    ・    にて申込を受け付けております。申込に必要な事項等の詳細は、
　 http://www.haat.or.jp/　を御確認ください。
　 上記申込方法が難しい場合には、電話でも受け付けいたします。
　 東京都ひとり親家庭支援センター　  03-5261-1278 　 

Eメール
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お知らせお知らせ

問

●「医療と暮らしのほっとライン」無料電話相談会を開催します。
医療ソーシャルワーカーによる医療や福祉に関する無料電話相談会を行います。突然の病気でどうしたらいいか

分からない方や、介護の問題等にお困りの方は、お気軽に御相談ください。関係機関や各職種の方々からの相談
もお受けします。
相 談 期 間　 第1・2・4火曜日13時から16時まで、第3土曜日10時から13時まで
専用電話番号　 03-6907-1781
　一般社団法人東京都医療社会事業協会　　　03-5944-8912
　 東京都福祉保健局医療政策部医療人材課　　03-5320-4441
　 http://www.tokyo-msw.com/news/rinrin/index.html

TEL
TEL

HP

●令和元年度東京都薬剤師認知症対応力向上研修を開催します。

FAX
HP

問
HP

日　時　【第1回】令和元年９月８日（日曜日）15時から18時25分まで
　　　　【第2回】令和元年10月6日（日曜日）15時から18時25分まで
会　場　【第1回】ルミエール府中　コンベンションホール飛鳥（東京都府中市府中町2-24）
　　　　【第2回】 明治大学アカデミーホール（東京都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　 各回500名（参加費無料）
申　込　 下記期日までに、東京都薬剤師会ＨＰの「お知らせ」欄からお申込みください。
　　　　【第1回】令和元年9月2日（月曜日）正午まで
　　　　【第2回】令和元年9月30日（月曜日）正午まで
　　　　詳細は、東京都薬剤師会　 を御覧いただくか、下記担当までお問い合わせください。　
　 東京都薬剤師会薬事情報課　　03-3292-0735　 03-3295-2333
　 http://www.toyaku.or.jp/　（東京都薬剤師会）

TEL

HP

問
HP

●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　令和元年8月30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（東京都新宿区百人町3-24-1）
内　　容　講師：欅田尚樹先生〔産業医科大学　産業保健学部　教授〕　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　山口 一郎先生〔国立保健医療科学院　上席主任研究官〕
　　　　　　　　○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　令和元年8月21日（水曜日）までに、往復はがき または　 により、お申込みください。
　　　　　※郵便の場合は必着
（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、御質問、⑥手話通訳希望や車椅子利用などが必要な方はその旨、⑦保育を希望され
る方はその旨及び子供の人数と年齢

（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=R1housyasen1
　 東京都健康安全研究センター環境情報担当　 03-3363-3487（直通）TEL

くぬぎた

HP
HP

問

FAX

TEL

●セミナー「子どもたちの未来を育てよう～養育費と面会交流を考える～」を開催します。
日　時　令和元年９月２３日（月曜日）13時３０分から16時３０分まで
会　場　東京都セントラルプラザ１２階会議室
対象者　都内在住で、ひとり親家庭の父母、子のある家庭で、離婚を考えている父母等
内　容　養育費・面会交流に関する講演及び交流会
申込み　　 ・    ・    にて申込を受け付けております。申込に必要な事項等の詳細は、
　 http://www.haat.or.jp/　を御確認ください。
　 上記申込方法が難しい場合には、電話でも受け付けいたします。
　 東京都ひとり親家庭支援センター　  03-5261-1278 　 

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

問 FAXTEL
HP

●専門点訳奉仕員養成講習会（英語・理数・楽譜）の受講生募集

問

HP

対　　象　視覚障害福祉に対する理解と熱意、点訳に関する知識と経験があり、受講後都内で活動できる方。
講習期間　令和元年10月1日から令和2年2月19日まで（各10回）
講習内容　①英語コース（火曜日10時から12時まで）　②理数コース（木曜日14時から16時まで）　③楽譜コー

ス（水曜日13時30分から15時30分まで）
定　　員　各10人　課題提出試験及び選考試験有
申　　込　9月6日（当日必着）までに所定の申込書及び提出課題を郵送（又は直接持込み）で
　　　　　日本盲人会連合点字図書館（〒169-8664　新宿区西早稲田2-18-2）
申込書及び課題の入手方法　 8月30日（必着）までに住所・氏名・希望コース名を記載した返信用封筒（必ず92

円切手を貼付すること。）を同封して、日本盲人会連合点字図書館に郵送又は来館
により請求してください。

　 同図書館 　 03-3200-6160　  03-3200-7755
　 福祉保健局障害者施策推進部計画課　 03-5320-4147　 03-5388-1413
　 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/koza/tenyaku.html

FAXTEL
FAX

FAX FAX

TEL

FAXHP

HP

●中途失聴者・難聴者手話講習会の受講生募集

問
HP

対　　　　象　都内在住・在勤の中途失聴・難聴の方。
講　習　内　容

申込書の入手　住所・氏名・電話（　 ）番号・「中途失聴者・難聴者手話講習会受講希望」と明記し、　かハガ
キにて下記へ。または 　 からダウンロード。

申　　　　込　申込書を９/9（消印有効）までに下記へ。詳細は　 で。
　 〒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
　 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/koza/shuwakoushuukai.html

FAXTEL

HP

HP
問

●「盲ろう者向け通訳・介助者養成講習会」の受講生募集

問

対　象　講習会修了後、都内在住の盲ろう者に通訳・介助活動できる方（定員40名）　
期　間　10月9日（水曜日）から11月27日（水曜日）まで（必修科目は全７日間）
会　場　東京都障害者福祉会館ほか
内　容　通訳介助技術の実習など
受講料　一般10,000円・学生5,000円（別途テキスト代400円必要）
申込み　8月20日（火曜日）（必着）までに申込書を　 、　又は郵送により東京盲ろう者友の会へ
 　東京盲ろう者友の会　〒111-0053 台東区浅草橋1-32-6　コスモス浅草橋酒井ビル２階
　 03-3864-7003　 03-3864-7004　 tokyo-db@tokyo-db.or.jp
　 福祉保健局障害者施策推進部計画課　　03-5320-4147　 03-5388-1413
　 http://www.tokyo-db.or.jp/

FAXTEL
FAXTEL

Eメール

●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

総
　
合

はじめよう！車いすテニス入門（昼）※１　
9月19日　10月3 日　10月17日 
10 月31日　11月14日（木曜日）
13：00～ 15：00　※雨天中止

肢体不自由児者
申込制　10名

8月8日（木曜日）～
8月29日（木曜日）

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十条卓球※ 2　

8月11日（日曜日・祝日） 11月23日（土曜日・祝日）　
2月29日（土曜日）
13：00～15：00

障害児者
介護者
地域住民

なし
（当日参加）

にこにこ水中運動※ 3　 毎週月曜日　4月～※ 9月30日・3月30日を除く　　　
10：15～ 10：50

障害児者
介護者

なし
（当日参加）

多
　
摩

レッツ☆HIP HOP※ 4 ８月１２日（月曜日）12：00～ 13：00 障害児者・介護者
地域住民

不要インドアペタンク※ 5 ８月２０日（火曜日）13:00 ～ 14:30 障害児者・介護者

みんなでバドミントン※ 6 ８月２６日（月曜日）１８:３０～２０:３０ 障害児者・介護者
地域住民

※1 競技用車いすに乗ってテニスにチャレンジしてみよう！！車いす操作から打ち方まで基本から学びましょう！　    
※ 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 からだを動かすことが大好きな方、HIP HOPに挑戦してみましょう！
※ 5 砂入りのゴム製ボールを使用した、老若男女で楽しめるスポーツです。みんなで楽しみましょう！    
※ 6 基礎からゲームまで、バドミントンの基礎を指導します。バドミントン好き、集まれ！

会　　場
多摩会場（多摩障害者スポーツセンターなど） 入門、中級、上級クラス　各15名

入門、初級、中級、上級クラス　各15名三田会場（東京都障害者福祉会館）

講習期間 開始時刻 定　　員
10/11から3/13までの
毎週金曜日（全22回）

13時30分
18時30分

両会場ともに、１0月4日に面接を行います。受講には、テキスト代1,500円が必要です。
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７
月
の
動
き

７月26日（金曜日）から７月31日（水曜日）まで、西武池袋本店において、「第34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26日（金曜日）には、高円宮妃殿下の御臨席を賜り、表彰式を執り行いました。入選作品約200点の中から

最優秀賞に輝いた小林甫悟さんに小池知事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。

第34回　東京都障害者総合美術展

福祉保健　　vol. 180　令和元年８月発行
印刷規格表第１類　印刷番号（30）62　〒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）　FAX 03－5388－1400
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FAX福祉保健局障害者施策推進部計画課　　 03-5320-4147　  03-5388-1413問 TEL

とものり

 3 日 令和元年度東京都福祉のまちづくり事業者団体等連絡協議会
 10 日 令和元年度東京都地方独立行政法人評価委員会高齢者医療・研究分科会（第 1回）
 12 日 子育て応援とうきょう会議（第 15回全体会議）
  第 24 回東京都がん対策推進協議会
 14 日 都医学研都民講座（第 3回）「赤ちゃんの脳をすくすく育てる」
 23 日 令和元年度第 1回東京都食品安全情報評価委員会
 24 日 令和元年度東京都地方独立行政法人評価委員会高齢者医療・研究分科会（第 2回）
 25 日 第 30 回東京都認知症対策推進会議
 26 日 東京都健康安全研究センター　夏休み子供セミナー
 26 日～ 31日 第 34 回障害者総合美術展
 27 日 東京都職員Ⅱ類（福祉）業務説明会
 28 日 東京都保健師業務説明会
 30 日 令和元年度第 1回東京都医療審議会


