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ン病で療養されている方、そ
の家族、講演会内容に関心の
ある方
人
▽定員
▽費用 無料
▽申込み方法 ３月９日㈮まで
に、電話で申し込んでくださ
い。
▽申込み・問合せ 障がい者支
援課障がい者相談係︵直通５
５８・１１５７︶

生きがい やりがい
支えあい 介護支援
ボランティア参加者募集

＊２コース…毎月第２・第４金
曜日︵祝日を除く︶
時〜正午

地域貢献を奨励・支援し、ボラ
ンティア活動を通して、高齢者
が生き生きと元気に暮らすこと
ができる地域社会をつくること
を目的に介護支援ポイント制度
を実施しています。
※この制度では、介護支援ボラ
ンティアに登録した方が、介
護保険施設などで行ったボラ
ンティア活動に対して、１時
間につき１スタンプを付与し
ます︵１日２スタンプまで︶。
翌年度の申請で、貯まったポ
イント︵ ポイント当たり千
円︶を交付金に換金できます
︵各年度の換金限度額は５千

円︶。
▽対象 市内在住の 歳以上の
方で要介護認定や要支援認定
を受けていない方
※活動に当たり、ボランティア
保険に加入していただきます。
※活動方法は、希望日時などを
もとに、あきる野市社会福祉
協議会が調整します。
▽受入機関 市内介護老人福祉
施設と高齢者在宅サービスセ
ンター３施設など
▽申込み あきる野市社会福祉
協議会︵☎５９５・９０３３︶
▽問合せ 高齢者支援課高齢者
支援係

●時間…午前

●日時…３月
日㈪ 午後１時
分〜３時
●講師…五日市はつらつセンタ
ー職員
人︵申込み順︶

●定員…

●講師…芝田郁子さん

●持ち物…筆記用具

▽いきいき脳の健康教室﹁脳ら
ぼ﹂見学体験会 脳の健康を
維持するため、週に１回の教
室と１日 分間の読み書きや
易しい計算問題を解くことで
脳の活性化と若返りを図る
﹁脳らぼ﹂を体験しましょう。
●場所・期日
＊開戸センター、五日市センタ
ー…３月７日㈬
＊萩野センター…３月 日㈭
●時間…午前
時〜正午
●講師…脳の健康教室サポータ
ー
人︵申込

開戸センター
︵☎５５０・２７５５︶
萩野センター
︵☎５５０・２７２２︶
五日市センター
︵☎５３３・０３３０︶

●費用…無料

●持ち物…筆記用具

五日市センター

●費用…１回５００円
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市では、高齢者の社会活動と

高齢者
げんき応援
事業
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難病講演会
かいよう
潰瘍性大腸炎・クローン病
を理解しよう
〜病状に応じた治療と
生活の工夫〜

潰瘍性大腸炎・クローン病は、
慢性に経過する腸疾患で、下痢
や腹痛などの症状が現れ、日常
生活に支障をきたすことが多い
病気です。病状に応じた治療法
と生活の工夫について、専門医
を招き、講演会を開催します。
▽日時 ３月 日㈫ 午後２時
〜４時
▽場所 中央公民館３階音楽室
▽講師 髙添正和さん︵東京山
手メディカルセンター副院
長︶
▽対象 潰瘍性大腸炎・クロー
︵直通５５８・１１９１︶

アダプト制度︵緑化・
美化・清掃などの活動︶に
参加しましょう

高齢者在宅サービスセンター
︵☎５３３・０３３０︶
では、市内在住の 歳以上の方
を対象に次の事業を実施します。 ▽ゆかいな詩吟教室 健康長寿
をめざして、ボイストレーニ
※受付時間…平日午前９時〜午
ングや健康発声を楽しく学び
後５時
ます。
●日時…３月・４月の第２・第
萩野センター
︵☎５５０・２７２２︶
４水曜日︵祝日を除く︶ 午
後１時 分〜３時
●講師…古城精宝さん︵岳精流
師範︶
●定員…
人︵申込み順︶
●持ち物…筆記用具
●費用…１回５００円
▽認知症サポーター養成講座
認知症サポーター︵認知症の
方や家族の応援者︶として活
躍していただくための基礎知
識、認知症について正しく知
り適切に対応できる力を身に
つけるための研修です。受講
者には、オレンジリング︵サ
ポーターの証︶をお渡ししま
す。

み順︶

●定員…各センター

●費用…無料
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市では、環境美化に対する市
民意識の高揚や地域コミュニテ ▽和紙教室 季節を彩るお花や
小物を和紙で作ります。
ィの活性化を図ることを目的に、
●日時…３月
日から毎月第２
市民の皆さんが道路、水路、公
・第４水曜日︵祝日を除く︶
園の里親となり責任を持って美
午後１時〜３時
化活動などを行い、これを市が
●講師…宮田一子さん
支援する﹁公共施設アダプト制
●定員…
人︵申込み順︶
度﹂を実施しています。この制
●費用…１回８００円︵材料費
度に参加していただける団体を
別︶
募集しています。
▽対象 市内在住・在勤・在学 ▽上達するカラオケ教室 初心
者大歓迎。上手に歌うコツを
する方で構成されている団体
教えます。
※詳しくは、お問い合わせくだ
●期日
さい。
▽問合せ 管理課管理係︵直通 ＊１コース…毎月第１・第３金
曜日︵祝日を除く︶
５５８・２０３５︶
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院している方は対象外です。
●支給額…月額６万円
▽心身障害者福祉手当 次のい
ずれかの障がいのある方
① 歳以上で、身体障害者手帳
２級以上か愛の手帳３度以上
の方と、脳性まひか進行性筋
萎縮症の方
② 歳以上で、身体障害者手帳
３・４級か愛の手帳４度の方
③ 歳未満で、身体障害者手帳
４級以上か愛の手帳４度以上
の方と、脳性まひか進行性筋
萎縮症の方
※ 歳以上の新規手帳取得︵更
新︶者、所得限度額超過者、
施設入所者は対象外です。
●支給額
①…月額１万５５００円
②・③…月額７千円
▽心身障害者︵児︶交通費等助
成金 身体障害者手帳３級以
上か愛の手帳３度以上の方
※施設入所者は対象外です。
●支給額…月額２４００円
▽申込み・問合せ 障がい者支
援課障がい者相談係
▽接種方法 接種対象者に送付
した通知と健康保険証を持っ
て、通知に記載されている医
療機関を確認の上、接種して
ください。
▽自己負担額 実施医療機関の
定める接種費用のうち、助成
額４千円を除いた額が自己負
担額です。
※医療機関によって接種費用が
異なり、初診料などがかかる
場合があります。
※生活保護受給者と中国残留邦
人等支援給付受給者は、全額
免除になりますので、接種時
に受給者証明書を医療機関へ
提出してください。
▽その他 接種対象外の方や再
度の接種をされる方は、全額
自己負担となります。
▽問 合 せ 健 康 課 予 防 推 進 係
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方か、これらと同等の疾病や
精神障がいのある方︵手帳を
取得していなくても可︶
※施設入所者と、障がいを理由
とする公的年金受給者は対象
外です。所得限度額超過者は
支給停止になります。
●支給額…月額１万４５８０円
▽重度心身障害者手当 次のい
ずれかの障がいのある方
●重度の知的障がいで、著しい
精神症状などのため、常時複
雑な介護を必要とする方
●重度の知的障がいと重度の身
体障がいが重複している方
●重度の肢体不自由者で、両上
肢、両下肢とも機能が失われ、
座っていることが困難な方
※ 歳以上の新規申請者、所得
限度額超過者、施設入所者、
病院などに３か月を超えて入
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障がいのある方へ
各種手当などのお知らせ
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らつセンター︵☎５５０・６
１０１︶
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高齢者肺炎球菌ワクチン
定期接種費用助成終了
平成 年度対象者への高齢者
肺炎球菌ワクチン定期接種費用
助成は、３月 日で終了します。
助成終了後に接種される方は、
任意の予防接種となり、全額自
己負担となります。
▽対象 市内在住で、過去に肺
炎球菌ワクチンの接種を受け
たことがなく、平成 年度中
に 歳、 歳、 歳、 歳、
歳、 歳、 歳、100歳
になる方
※平成 度のみ定期接種として
の公費助成が受けられます。
▽接種回数 １人１回
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障がいのある方には各種手
当・助成制度があります。該当
すると思われる方は申請してく
ださい。
▽特別障害者手当 重度の障が
いで、日常生活に常時特別な
介護が必要な 歳以上の方
※身体障害者手帳１・２級、愛
の手帳１・２度程度で、それ
らが重複している方か、これ
しっぺい
らと同等の疾病や精神障がい
のある方︵手帳を取得してい
なくても可︶
※施設入所者と、病院などに３
か月を超えて入院している方
は対象外です。所得限度額超
過者は支給停止になります。
●支給額…月額２万６８１０円
▽障害児福祉手当 重度の障が
いで、日常生活に常時介護が
必要な 歳未満の方
※身体障害者手帳１・２級の一
部、愛の手帳１・２度程度の
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高齢者のための
法律相談会︵予約制︶
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財産や遺言のことなど、専門
家に相談できます。ご家族から
の相談も受け付けます。
▽日時 ３月 日㈮ 午後２時
〜４時︵１人 分︶
▽場所 市役所１階市民相談室
▽対象 市内在住のおおむね
歳以上の方とその家族
▽定員 ３人︵申込み順︶
▽申込み方法 ３月２日㈮午前
８時 分から電話で申し込ん
でください。
※毎月実施する市民相談でも相
談を受け付けています︵日程
は毎月 日発行の広報紙に掲
載︶。
▽申込み・問合せ 高齢者はつ
65
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平成30年（2018年）３月１日
あきる野市役所 ☎（042）558−1111（代）

