
65歳以上で要支援・要介護認定を受けてないかたが対象の介護

予防教室です。下記の会場で行います。参加無料(一部実費負担あ

り)。定員は各会場20人。送迎はありません。

◆秋田市老人福祉センター(八橋南一丁目)

◆秋田市民市場２階(中通四丁目)
◆東部公民館(広面字釣瓶町)

新屋、勝平、浜田、下浜、豊岩にお住まいのかたが

対象です。介護予防の体操、ミュージックセラピー、

口腔ケア講義など。６月16日(水)から来年３月まで、

毎月第３水曜日に10回、午後１時30分～３時30分。

●申し込み　５月21日(金)まで、新屋地域包括支援セ

ンターエンデバー (888)8761

在宅介護支援センターは、「自宅近くに地域包括支援センターがない」などの場合に、地域の身近な相談

窓口として高齢者からの相談に対応しています。各センターでは４月から、市が行っている「食の自立支

援事業(※１)」「緊急通報システム貸与事業(※２)」などの申請代行も行っています。お気軽にご相談を。

在宅介護支援センターへご相談を

在宅介護支援センター

ADL体操、健康講話、秋の野山ウオーキングなど。

６月16日(水)から来年３月までの水曜日に10回、午

後１時30分～３時30分。

●申し込み　５月28日(金)まで、八橋地域包括支援セ

ンター社協 (883)1465

ADL体操、太極拳、社会見学など。６月17日(木)か

ら来年３月まで、毎月第３木曜日

に10回、午前10時～正午。

●申し込み ５月28日(金)まで、

泉地域包括支援センターリンデン

バウム (896)5960

介護予防の体操、３B体操、ヨガ、創作活動、健康

講話など。６月14日(月)から来年３月までに10回、午

後１時30分～３時30分。

●申し込み　５月28日(金)まで、広面地域包括支援セ

ンター桜の園 (853)7240

◆西部市民サービスセンター(新屋扇町)

※１ 食の自立支援事業…要介護認

定の有無に関わらず利用できます。

高齢、障がい、病気などのため、

調理ができないかたに食事を配達

し、安否確認を行います。利用料

は325円～670円(事業者により異

なります）。

※２ 緊急通報システム貸与事業

…緊急事態が発生したとき、関係

機関や協力員に救助を求めること

ができる装置を貸し出します。ま

た、週１回利用者の安否を確認す

る「お元気コール」も行っていま

す。利用料は介護保険料の段階に

よって決まります。

＊各事業とも、おおむね65歳以上

のひとり暮らしのかたが対象です。

地域包括支援センターが自宅近くにないかたは

創作活動のメニューもあります
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広報あきた　平成22年５月７日号

65歳以上のかたが対象です。時間は
午前10時～正午。無料。直接会場へ。
ADL体操 ５月12日(水)、八橋老人
いこいの家で。動きやすい服装でお
越しください。 (862)6025
ヨガ教室 ５月14日(金)、飯島老人
いこいの家で。バスタオルを持って、
動きやすい服装でお越しください。

(845)3692
演歌・歌謡 ５月19日(水)、大森山老
人と子どもの家で。 (828)1651
健康呼吸法 ５月20日(木)、雄和ふ
れあいプラザで。タオルをお持ちく
ださい。 (886)5071

体力づくり体操、身体機能測定、健
康講話など。受講無料。定員30人。
対象／旭南地区に住む65歳以上のか
た(介護保険の要支援・要介護認定者
を除く) 日時／６月３日(木)から10
月21日(木)まで、原則第１・第３木
曜日、午前10時～11時30分　会
場／旭南地区コミュニティセンター
●申し込み　市保健所保健予防課

(883)1178

会場は市保健センター。要予約。
成人歯科相談 歯周病、むし歯など、
歯の健康の相談に歯科衛生士が応じ
ます。日時／５月31日(月)午前９時
30分～正午　申し込み／市保健所保
健予防課 (883)1174
食生活健康相談 肥満、高血圧、糖
尿病のかたなどの食事の相談に、栄
養士が個別に応じます。日時／５月
31日(月)午前10時～午後２時30分
申し込み／保健予防課 (883)1175

対象／39歳までのかた　
日時／５月21日(金)・28日(金)、６月
４日(金)、午後７時～８時30分
会場／サンパル秋田(文化会館内)
参加費／無料　定員／先着20人
●申し込み ５月11日(火)午前９時か
ら市勤労青少年ホーム (824)5378

対象／20歳以上のかた　
日時／６月５日(土)・12日(土)・19日

(土)、午後６時30分～７時45分　
会場／サンライフ秋田(八橋)
受講料／2,600円　定員／先着20人
●申し込み　５月11日(火)午前10時
から、サンライフ秋田 (863)1391

南部地域の町内対抗の８人制(男性は
２人まで)バレーボール大会です。
日時／６月20日(日)午前８時30分～
会場／大住小学校、四ツ小屋小学校
参加費／１チーム1,500円
●申し込み 南部公民館にある申込
書(ホームページにもあります)で、６
月７日(月)まで南部公民館

(832)2457

初心者を対象にスポーツ指導員が指導
します。５月25日(火)午前10時～午
後２時、八橋人工芝コートで。参加費
500円。定員50人。必要なかたにラ
ケットを貸します。申し込みは、５月
18日(火)まで日本女子テニス連盟秋田
県支部の信田さんへ。 (829)2927
＊ホームページからも申し込めます
http://akita-tennis.com/altf/

開催日／９月４日(土) 種目／陸上、
水泳、卓球、サウンドテーブルテニス、
アーチェリー、ボウリング、フライン
グディスク、バレーボール(精神障害)
会場／県立中央公園(雄和)ほか　
申し込み／市障がい福祉課にある申
込書で６月11日(金)まで同課へ
●問い合わせ 秋田県障害者スポー
ツ協会 (864)2750
＊申込書は同協会ホームページから
ダウンロードすることもできます。

５月19日(水)午後２時～４時、八橋
地区コミセンで。参加無料。直接会
場へどうぞ。詳しくは、楽らく吹き
矢の谷口さんへ。 (867)1219

５月～７月、９月～11月の第３日曜
日の午前９時～正午は、市立小学校
の体育館とグラウンドを無料で開
放！　家族や地域の絆づくり、交流
の場としてご利用ください。申し込
みは必要ありませんが、学校行事な
どで利用できない場合がありますの
で事前に各小学校にご確認ください。
●問い合わせ 生涯学習室

(866)2245

肺機能検査と肺年齢について、臨床
検査技師が話します。５月13日(木)
午後１時～１時30分、市立病院２階
講堂で。無料。直接会場へどうぞ。
詳しくは、市立秋田総合病院リハビ
リテーション科へ。 (823)4171

事業所の管理者、従事者が対象です。
医師や臨床心理士を派遣し、ストレ
スへの対処法、職場でのメンタルヘ
ルスケアについての研修会を行いま
す。無料。先着５事業所。申し込み
は、５月12日(水)午前９時から市保
健所健康管理課へ。 (883)1180

民間企業に在職し、うつ病などの精
神疾患により休職中のかたで、数か
月以内に職場復帰を考えているかた
を対象に、相談や支援を行っていま
す。本人または雇用している事業主、
主治医のかたがご連絡ください。
●問い合わせ 秋田障害者職業セン
ターの熊田さん (864)3608

認知症のかたなどを家庭で介護して
いるかたが対象。無料。直接会場へ。
日時／５月18日(火)午後１時30分～
３時　会場／市保健センター
●問い合わせ 在宅介護者のつどい
代表の廣田さん (863)0935

あけぼのサロン がん患者やご家族
が悩みなどを語り合う場です。無料。
直接会場へどうぞ。日時／５月18日
(火)午後２時～４時　会場／中通総合
病院１階がん支援相談センター　
問い合わせ／あけぼの秋田の佐藤さ
ん (824)2750
がんの痛みの治療教室 がんの痛み
や医療用麻薬について学びます。無
料。直接会場へ。日時／５月20日(木)
午後２時～　会場／秋田大学医学部
附属病院外来ホール　問い合わせ／
同病院医療サービス室 (884)6039
がんサロン「きぼうの虹」
がん体験者や療養中のかた、ご家族
が語り合う場です。無料。直接会場
へ。日時／毎月第２土曜日、午後１
時～３時30分　会場／コミュニティ
サロン・クローバー(中通)
問い合わせ／秋田県がん患者団体連
絡協議会 090-7526-1345
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