
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。

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

高齢者福祉サービスを紹介します

日常を支援するサービス

■緊急通報装置の貸し出し

身体に重大な危険性があり、 緊急の通報を必要とす

る方に、 連絡を容易にする機器を貸し出します。

　 （自己負担あり）

■自宅への訪問による理容、 美容サービスへの助成

支援方法　在宅の寝たきりの方など理容店や美容院

　　　　　　　に出かけることのできない方へ助成券を

　　　　　　　 交付します。

助成額　１回あたり 1,500円 （年間４回まで）

■配食サービス

６５歳以上の一人暮らしの方や、 高齢者のみ世帯で

食事づくりが困難な方などを対象に昼食または夕食

を配達。 安否の確認も行います。

■移送サービス

自力で公共交通機関を利用できない人を対象に車イ

スのまま乗り降りできる自動車で、外出を支援します。

■成年後見制度などの利用支援

成年後見の申立などを必要としている人で、 申立費

用や後見人などへの報酬費用を負担することが困難

な場合に助成します。

■訪問介護、 訪問看護、 短期入所、 通所サービスを

　 補います

介護保険での限度額を超えて介護サービスが必要な

方に、 介護保険と同じ負担割合でサービスを利用し

ていただけるように支援します。

※ご利用にあたっては、 介護支援専門員 （ケアマ

　　ジャー） にご相談いただく必要があります。

■福祉用具のレンタルを補います

一時退院や一時帰宅にあたり、 福祉用具が必要な

場合に、 レンタル料金を補助します。

対象用具　車イスおよびその付属品、 特殊寝台および

　　　　　　　 その付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、

　　　　　　　 徘かい感知機器、 移動用リフト （つり具部

　　　　　　　 分を除く）、 スロープ （可動式のもの）

※福祉用具レンタルする業者は、 市が指定した業者

　　となります。

介護保険サービスを補うサービス

在宅で介護する方へのサービス

■介護用品の購入費用を援助

対象　おむつ等の介護用品を必要とする方 （要介護

　　　　３から要介護５までの認定を受けている方）

　　　　　を介護している市民税非課税世帯の方

助成額　１か月あたり 6,300円以内

■介護者に入浴券、 マッサージ券を支給

対象　在宅において寝たきりまたは認知症でかつ

　　　　要介護３から要介護５までの認定を受けてい

　　　　る方の介護者

助成内容　入浴券は年間 12回利用分を限度

　　　　　　　マッサージ券は年間６回利用分を限度に

　　　　　　　助成します。

※入浴券は、市営温泉施設および河童の湯で利用可能です。

■徘かいする高齢者の所在地を把握

　 位置検索システム専用の端末機などを貸与します。

　 （自己負担あり）

■介護者が急な都合で介護できない場合の支援

介護施設に緊急宿泊した時の経費の一部を助成します。

対象　介護認定を受けている方

今回紹介しましたサービスのご利用につきましては、

次の各保健福祉サービスセンターまでお気軽にご相談

ください。 （申請内容によっては、 ご利用できない場

合があります）

なお、 『配食サービス』 と 『移送サービス』 につきま

しては、 お近くの保健福祉サービスセンター内にある

社会福祉協議会にご相談ください。

■豊平 ・玉川 ・泉野地区の方は、

　　東部保健福祉サービスセンター☎８２－００２６

■宮川 ・金沢地区の方は、

　　西部保健福祉サービスセンター☎８２－００７３

■ちの ・米沢 ・中大塩地区の方は、

　　中部保健福祉サービスセンター☎８２－０１０７

■湖東 ・北山地区の方は、

　　北部保健福祉サービスセンター☎７７－３０００

※営業時間　平日８時30分～ 17時 15分

相談、 申請窓口

問　高齢者・保険課　高齢者福祉係　☎72-2101 （内線 334）

金婚式 （結婚50周年） を迎えられるご夫婦
の皆さんへ　～お祝い品の贈呈～

内　容

対　象

申込方法

申込 ・問

茅野市では金婚式 （結婚 50 周年） を迎え

られるご夫婦の方へ、 健康と長寿をお祝い

し、 ささやかですが、 お祝品を贈呈します。

９月13 日 （金） までに電話でお申し込みく

ださい。

昭和46年４月から昭和47年３月までの間

にご結婚されたご夫婦

高齢者 ・保険課　高齢者福祉係

☎72-2101 （内線 335）

2021信州ねんりんピック作品募集

内　容

対　象

料　金

申込方法

その他

申込 ・問

９月10日（金） ～12日 （日）に安曇野市穂

高公民館で開催される長野県高齢者作品展

の作品を募集します。
部門は日本画、 洋画、 彫刻、 手工芸、 書、 写真

長野県高齢者作品展出品票 （所定用紙）
に必要事項を記入し、 ８月 12日 （木） ま
でに高齢者・保険課へお申し込みください。

出品料は無料。 ただし、 作品を返却するた

めの運送料の一部は出品者の負担とします。

長野県内在住の60歳以上のアマチュア

高齢者 ・保険課　高齢者福祉係
☎72-2101 （内線 335）

出品規格等の詳細については 「募集案内」

をご覧ください。

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。

茅野市地域情報化講習会

やさしい介護予防講座

日　時

場　所

内　容

講　師

対　象

定　員

参加費

申込期間

申込 ・問

９月3日㈮、10月1日㈮、15日㈮、29日㈮

13時 30分～ 15時

玉川地区コミュニティセンター

講座４回の中で、 健康づくり （準備運動、 軽
運動、 整理運動） と、 血圧や血糖値をよくす
る食事や “お口” の健康について学ぶ講座

（株） やまびこスケートの森 TRC　指導員

市内在住の65歳以上の方

10名 （申込多数の場合抽選）

無料

8 月１6 日 （月） ～ 8 月１8 日 （水） までに

お電話でお申し込みください。

高齢者 ・保険課　高齢者福祉係

☎72-2101 （内線 334）

オレンジ・カフェ茅野

日　時

場　所

内　容

対　象

定　員

参加費

申込方法

申込 ・問

８月２3日 （月）　１４時３０分～１５時３０分

ウエルシア薬局　茅野本町店

認知症キャラバン ・ メイトから 『認知症と
薬の関係』 をテーマにお話があります。

認知症の方やその家族、 支援する方

12名 （先着順）

無料

８月２日 （月） から電話にてお申し込みく

ださい。

高齢者 ・保険課　高齢者福祉係

☎72-2101 （内線 334）
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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。

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

高齢者福祉サービスを紹介します

日常を支援するサービス

■緊急通報装置の貸し出し

身体に重大な危険性があり、 緊急の通報を必要とす

る方に、 連絡を容易にする機器を貸し出します。

　 （自己負担あり）

■自宅への訪問による理容、 美容サービスへの助成

支援方法　在宅の寝たきりの方など理容店や美容院

　　　　　　　に出かけることのできない方へ助成券を

　　　　　　　 交付します。

助成額　１回あたり 1,500円 （年間４回まで）

■配食サービス

６５歳以上の一人暮らしの方や、 高齢者のみ世帯で

食事づくりが困難な方などを対象に昼食または夕食

を配達。 安否の確認も行います。

■移送サービス

自力で公共交通機関を利用できない人を対象に車イ

スのまま乗り降りできる自動車で、外出を支援します。

■成年後見制度などの利用支援

成年後見の申立などを必要としている人で、 申立費

用や後見人などへの報酬費用を負担することが困難

な場合に助成します。

■訪問介護、 訪問看護、 短期入所、 通所サービスを

　 補います

介護保険での限度額を超えて介護サービスが必要な

方に、 介護保険と同じ負担割合でサービスを利用し

ていただけるように支援します。

※ご利用にあたっては、 介護支援専門員 （ケアマ

　　ジャー） にご相談いただく必要があります。

■福祉用具のレンタルを補います

一時退院や一時帰宅にあたり、 福祉用具が必要な

場合に、 レンタル料金を補助します。

対象用具　車イスおよびその付属品、 特殊寝台および

　　　　　　　 その付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、

　　　　　　　 徘かい感知機器、 移動用リフト （つり具部

　　　　　　　 分を除く）、 スロープ （可動式のもの）

※福祉用具レンタルする業者は、 市が指定した業者

　　となります。

介護保険サービスを補うサービス

在宅で介護する方へのサービス

■介護用品の購入費用を援助

対象　おむつ等の介護用品を必要とする方 （要介護

　　　　３から要介護５までの認定を受けている方）

　　　　　を介護している市民税非課税世帯の方

助成額　１か月あたり 6,300円以内

■介護者に入浴券、 マッサージ券を支給

対象　在宅において寝たきりまたは認知症でかつ

　　　　要介護３から要介護５までの認定を受けてい

　　　　る方の介護者

助成内容　入浴券は年間 12回利用分を限度

　　　　　　　マッサージ券は年間６回利用分を限度に

　　　　　　　助成します。

※入浴券は、市営温泉施設および河童の湯で利用可能です。

■徘かいする高齢者の所在地を把握

　 位置検索システム専用の端末機などを貸与します。

　 （自己負担あり）

■介護者が急な都合で介護できない場合の支援

介護施設に緊急宿泊した時の経費の一部を助成します。

対象　介護認定を受けている方

今回紹介しましたサービスのご利用につきましては、

次の各保健福祉サービスセンターまでお気軽にご相談

ください。 （申請内容によっては、 ご利用できない場

合があります）

なお、 『配食サービス』 と 『移送サービス』 につきま

しては、 お近くの保健福祉サービスセンター内にある

社会福祉協議会にご相談ください。

■豊平 ・玉川 ・泉野地区の方は、

　　東部保健福祉サービスセンター☎８２－００２６

■宮川 ・金沢地区の方は、

　　西部保健福祉サービスセンター☎８２－００７３

■ちの ・米沢 ・中大塩地区の方は、

　　中部保健福祉サービスセンター☎８２－０１０７

■湖東 ・北山地区の方は、

　　北部保健福祉サービスセンター☎７７－３０００

※営業時間　平日８時30分～ 17時 15分

相談、 申請窓口

問　高齢者・保険課　高齢者福祉係　☎72-2101 （内線 334）

金婚式 （結婚50周年） を迎えられるご夫婦
の皆さんへ　～お祝い品の贈呈～

内　容

対　象

申込方法

申込 ・問

茅野市では金婚式 （結婚 50 周年） を迎え

られるご夫婦の方へ、 健康と長寿をお祝い

し、 ささやかですが、 お祝品を贈呈します。

９月13 日 （金） までに電話でお申し込みく

ださい。

昭和46年４月から昭和47年３月までの間

にご結婚されたご夫婦

高齢者 ・保険課　高齢者福祉係

☎72-2101 （内線 335）

2021信州ねんりんピック作品募集

内　容

対　象

料　金

申込方法

その他

申込 ・問

９月10日（金） ～12日 （日）に安曇野市穂

高公民館で開催される長野県高齢者作品展

の作品を募集します。
部門は日本画、 洋画、 彫刻、 手工芸、 書、 写真

長野県高齢者作品展出品票 （所定用紙）
に必要事項を記入し、 ８月 12日 （木） ま
でに高齢者・保険課へお申し込みください。

出品料は無料。 ただし、 作品を返却するた

めの運送料の一部は出品者の負担とします。

長野県内在住の60歳以上のアマチュア

高齢者 ・保険課　高齢者福祉係
☎72-2101 （内線 335）

出品規格等の詳細については 「募集案内」

をご覧ください。

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。

茅野市地域情報化講習会

やさしい介護予防講座

日　時

場　所

内　容

講　師

対　象

定　員

参加費

申込期間

申込 ・問

９月3日㈮、10月1日㈮、15日㈮、29日㈮

13時 30分～ 15時

玉川地区コミュニティセンター

講座４回の中で、 健康づくり （準備運動、 軽
運動、 整理運動） と、 血圧や血糖値をよくす
る食事や “お口” の健康について学ぶ講座

（株） やまびこスケートの森 TRC　指導員

市内在住の65歳以上の方

10名 （申込多数の場合抽選）

無料

8 月１6 日 （月） ～ 8 月１8 日 （水） までに

お電話でお申し込みください。

高齢者 ・保険課　高齢者福祉係

☎72-2101 （内線 334）

オレンジ・カフェ茅野

日　時

場　所

内　容

対　象

定　員

参加費

申込方法

申込 ・問

８月２3日 （月）　１４時３０分～１５時３０分

ウエルシア薬局　茅野本町店

認知症キャラバン ・ メイトから 『認知症と
薬の関係』 をテーマにお話があります。

認知症の方やその家族、 支援する方

12名 （先着順）

無料

８月２日 （月） から電話にてお申し込みく

ださい。

高齢者 ・保険課　高齢者福祉係

☎72-2101 （内線 334）

講　座　名 内　容 講習日程 時　間 会　場 受講料 申込期間 その他

スマートフォン入門

講座【Android】

スマートフォンの文字

入力、タッチ操作、イ

ンターネット、カメラ

操作など、実際ご使

用しているスマート

フォン端末を使って

楽しく学びましょう。

9/7（火） 

9/10（金） 

9/14（火）　

9/17（金） 

9/21（火）　

9/24（金）

10時30分～ 

12時30分

ワークラボ

八ヶ岳

2,000円
＋

テキスト代
8/16（月）～

8/27（金）

・各講座定員6名 

・諏訪地域の方で、全日程参加 

　できる方 

・お使いのスマートフォンをご持 

　参できる方
スマートフォン入門

講座【iPhone】

13時30分～

15時30分

2,000円
＋

テキスト代

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

9/1（水）
14時～17時

（相談時間は1

人30分程度）

500円

8/16（月）～

8/27（金）
・１日若干名 

・持ち物はノートパソコン
9/15（水）

8/30（月）～

9/10（金）
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