
シニア情報
高齢者向けの教室や介護・医療

に関する情報をお届けします。

講座 「65 歳以上男性限定 筋肉貯金を始め

てみませんか？利息はつきませんが」

日　時

場　所

内　容

対　象

定　員

参加費

申込方法

申込 ・問

①７月１日 （木） ②７月１５日 （木）
③８月５日 （木）　④８月１９日 （木）
⑤９月２日 （木）　⑥９月１６日 （木）
いずれも１０時～１１時

６回の講座および自宅でのトレーニングを通
して、 筋肉づくりや体力の向上を図ります。
区 ・自治会の公民館等で実施している脚腰
おたっしゃ教室より運動強度があります。

市内在住の６５歳以上の男性で、 筋力アップ
を図りたい方

茅野市中央公民館　３階娯楽談話室

10名 （申込多数の場合は抽選）

無料

高齢者 ・保険課　高齢者福祉係

☎72-2101 （内線 334）

トレーニング実践　お役立ち講座

日　時

場　所

内　容

対　象

定　員

参加費

申込方法

申込 ・問

７月７日 （水） ～９月２９日 （水） （計１２回）
毎週水曜日　１０時３０分～１１時３０分

日常生活でトレーニングを自主的に続け、
体力や健康を維持するために役立つ講座

10名
※定員より申込者が多い場合、 抽選により
決定させていただきます。 また、 過去に
同講座に参加された方は、 定員に満た
ない場合のみ参加対象になります。

市内在住の６５歳以上の方

ちの地区コミュニティセンター

無料

高齢者 ・保険課　高齢者福祉係

☎72-2101 （内線 334）

応募少数の場合または新型コロナウイルス感染症対策の状況により中止させていただく場合もありますので、

あらかじめご了承願います。

申込 ・問 企画課　行革 ・デジタル係　☎72-2101 （内線 155、 156）

茅野市地域情報化講習会

認知症の方のもしもに備えて

茅野市認知症高齢者等個人賠償責任保険
認知症の方が他人にケガを負わせたり、 他人の財物を壊したりして法

律上の損害賠償責任を負う場合に備えて、 認知症の方を被保険者とす

る個人賠償責任保険に市が契約者として加入するものです。

例えば、 このようなときに保険が適用されます。

茅野市に住民登録があり、認知症と診断されている方。

ただし、 寝たきり等により、 日常生活において他人の

財物を壊したりする可能性が明らかにない方は、 対象

者となりません。

誤って線路に入り

電車等を止めてしまった

自転車で通行人に

けがをさせた

買い物中に

商品を壊した

保険が適用される場面

保険加入の対象になる人

令和３年６月１日から受付を開始し、 年間を通して、 随

時受け付けします。

申し込みは、 所定の申請書に必要事項を記入の上、 医

師の診断書を添えて、 保健福祉サービスセンターに提

出してください。

市で加入要件の確認を行い、 後日、 結果通知をお送り

します。

なお、保険への加入は令和３年８月１日からとなります。

（８月１日以降に申請され、 加入となる方は、 随時、 加

入日をお知らせします。）

加入の申し込み

被害者に法律上の損害賠償をしなければならなくなっ

たとき。 　補償金額　１事故あたり、 最大１億円

補償内容

●豊平地区、 玉川地区、 泉野地区にお住いの方

東部保健福祉サービスセンター　☎８２－００２６

●宮川地区、 金沢地区にお住いの方

西部保健福祉サービスセンター　☎８２－００７３

●ちの地区、 米沢地区、 中大塩地区にお住いの方

中部保健福祉サービスセンター　☎８２－０１０７

●湖東地区、 北山地区にお住いの方

北部保健福祉サービスセンター　☎７７－３００0

所定の申請書、 医師の診断書の提出先

個人賠償責任保険申請の流れ

・ 所定の申請書、 医師の診断書の提出

・対象者の確認、 決定通知 （茅野市）

・ 保険会社へ保険料の支払い （茅野市）

申請登録

保険会社に事故の報告

保険会社による調査 ・審査

補償対象 ：

保険金の支払いあり

補償対象外 ：

保険金の支払いなし

事故発生

６月１４日 （月） ～６月１６日 （水）、 電話に

てお申し込みください。

６月１7 日 （木） ～６月 22 日 （火）、 電話

にてお申し込みください。

問　高齢者 ・保険課　高齢者福祉係　☎72-2101 （内線 334）
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日　時

場　所

内　容

対　象

定　員

参加費

申込方法

申込 ・問

①７月１日 （木）　②７月１５日 （木）
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６回の講座および自宅でのトレーニングを通
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日常生活でトレーニングを自主的に続け、
体力や健康を維持するために役立つ講座

10 名
※定員より申込者が多い場合、 抽選により

決定させていただきます。 また、 過去に
同講座に参加された方は、 定員に満た
ない場合のみ参加対象になります。

市内在住の６５歳以上の方

ちの地区コミュニティセンター

無料

高齢者 ・ 保険課　高齢者福祉係

☎72-2101 （内線 334）

応募少数の場合または新型コロナウイルス感染症対策の状況により中止させていただく場合もありますので、

あらかじめご了承願います。

申込 ・問 企画課　行革 ・ デジタル係　☎72-2101 （内線 155、 156）

茅野市地域情報化講習会

認知症の方のもしもに備えて

茅野市認知症高齢者等個人賠償責任保険
認知症の方が他人にケガを負わせたり、 他人の財物を壊したりして法

律上の損害賠償責任を負う場合に備えて、 認知症の方を被保険者とす

る個人賠償責任保険に市が契約者として加入するものです。

例えば、 このようなときに保険が適用されます。

茅野市に住民登録があり、認知症と診断されている方。

ただし、 寝たきり等により、 日常生活において他人の

財物を壊したりする可能性が明らかにない方は、 対象

者となりません。

誤って線路に入り

電車等を止めてしまった

自転車で通行人に

けがをさせた

買い物中に

商品を壊した

保険が適用される場面

保険加入の対象になる人

令和３年６月１日から受付を開始し、 年間を通して、 随

時受け付けします。

申し込みは、 所定の申請書に必要事項を記入の上、 医

師の診断書を添えて、 保健福祉サービスセンターに提

出してください。

市で加入要件の確認を行い、 後日、 結果通知をお送り

します。

なお、保険への加入は令和３年８月１日からとなります。

（８月１日以降に申請され、 加入となる方は、 随時、 加

入日をお知らせします。）

加入の申し込み

被害者に法律上の損害賠償をしなければならなくなっ

たとき。 　補償金額　１事故あたり、 最大１億円

補償内容

●豊平地区、 玉川地区、 泉野地区にお住いの方

　　東部保健福祉サービスセンター　☎８２－００２６

●宮川地区、 金沢地区にお住いの方

　　西部保健福祉サービスセンター　☎８２－００７３

●ちの地区、 米沢地区、 中大塩地区にお住いの方

　　中部保健福祉サービスセンター　☎８２－０１０７

●湖東地区、 北山地区にお住いの方

　　北部保健福祉サービスセンター　☎７７－３００0

所定の申請書、 医師の診断書の提出先

個人賠償責任保険申請の流れ

・ 所定の申請書、 医師の診断書の提出

・ 対象者の確認、 決定通知 （茅野市）

・ 保険会社へ保険料の支払い （茅野市）

申請登録

保険会社に事故の報告

保険会社による調査 ・審査

補償対象 ：

保険金の支払いあり

補償対象外 ：

保険金の支払いなし

事故発生

６月１４日 （月） ～６月１６日 （水）、 電話に

てお申し込みください。

６月１7 日 （木） ～６月 22 日 （火）、 電話

にてお申し込みください。

問 高齢者 ・ 保険課　高齢者福祉係　☎72-2101 （内線 334）

講　座　名 内　容 組 講習日程 時　間 会　場 受講料 申込期間 その他

ワード入門

文書 作成に欠かせ

ない定番ソフト「ワー

ド」を初歩から学び

ます。

①

 7/9（金）　

7/13(火) 

7/16(金)

10時30分～

12時30分

ワークラボ

八ヶ岳

1.000円 

＋ 

テキスト代

5/25（火）～

6/25（金）

・定員６名

・諏訪地域の方で全日程参加

できる方

・持ち物はノートパソコン

②

7/20(火)

7/23(金)

7/27(火)

13時30分～

15時30分

エクセル入門

表計算やグラフの作

成ソフト「エクセル」を

初歩から学びます。

①

 7/9（金）　

7/13(火)

7/16(金)

13時30分～

15時30分
5/25（火）～

6/25（金）

②

7/20(火)

7/23(金)

7/27(火)

10時30分～

12時30分

みんなのパソコン

広場　☆パソコン初

級者お助け隊☆

パ ソコン 初 級 者 の

ちょっとしたお困り

ごとの相談、サポート

7/7（水） 14時～17時

（相談時間は1

人30分程度）

ワークラボ

八ヶ岳
500円

6/16（水）～

6/28（月） ・１日若干名 

・持ち物はノートパソコン
7/21（水）

7/1（木）～ 

7/16（金）
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