
pickupお知らせ

?

みんなで
知ろう！学ぼう！支えよう！

認知症認知症
「成年後見制度」vol.４

　成年後見制度とは、認知症や知的障害などにより判断能力が不十
分な状態になっても、経済的な不利益を被ったり、生活上の不自由
をさせたりしないように、家庭裁判所から選任された成年後見人な
どが【財産管理】や【身上監護】の支援を行う制度です。

　成年後見制度の利用について、制度の概要・手続きの流れ・費用など、ご不明な点が
あれば、お近くの地域包括支援センターにお気軽にご相談下さい。

【財産管理支援】
○預貯金管理
○医療費・税金・水道光熱費などの支払い
○不動産の管理
○遺産分割　など

【身上監護支援】
○介護・福祉サービスの利用手続き
○施設への入退所の手続き・費用支払い
○医療機関の受診に関する手続き
○要介護認定の申請　など

●問い合わせ先／
〔担当地域〕気仙沼・松岩・新月・階上・面瀬　　　 　        〔担当地域〕大島
・市地域包括支援センター　tel:22-6600 内線 418・419　　･市大島地域包括支援ｾﾝﾀｰ tel:25-8570
〔担当地域〕鹿折・唐桑　　　　　　　　　　　　　　　　 〔担当地域〕本吉
･市北部地域包括支援ｾﾝﾀｰ tel:25-9755                                         ･市南部地域包括支援ｾﾝﾀｰ tel:31-1052

認知症の
講演会を開催します

11
24 (木）

　病気や障害があっても住み慣れた「我が家で」
暮らすための仕組みがあります。
　どんなことが出来るのか、元気なうちから
聞きに来ませんか？
●日時／11月26日（土）
　午後１時30分から３時30分まで
●場所／気仙沼プラザホテル（柏崎１-１）
●内容／【第一部講演】
  「地域包括ケアについて」
  「各団体の取り組みについて」
　　　　  【第二部講演】
  「おうちで在宅介護を体験して」
  「福祉用具展示」
●参加費／無料（申し込み不要）
●問い合わせ先／
・宮城県気仙沼保健福祉事務所　tel：22-6614
・気仙沼地区地域医療委員会　tel：22-0842
　

11
26 (土）

pickupお知らせ

　東京都健康長寿医療センター伊東美緒氏を
お招きし、認知症の方への接し方についての
講演会を行います。認知症になっても、馴染
みの地域で安心して暮らしていくために「認
知症」についての理解を深めましょう。
●日時／11月24日（木）　午後１時30分から
●場所／市ワン・テン庁舎大ホール
●内容／講演：「認知症の人の気持ちを探る
ことでみえてくる認知症による症状の意味
と接し方のコツ」
●参加費／無料
●申し込み方法／11月21日（月）までに電話
　でお申し込みください。
●申し込み・問い合わせ先／
　市地域包括支援センター
　tel：22-6600　内線418・419

い      とう　 み　　おい      とう　 み　　お

地域包括ケア市民フォーラム
　~おうちっていいよね~

pickupお知らせ

を開催します「ぬま大学第２期 最終報告会」
気仙沼を元気に、さらに熱くしたいと思う若者がその想いを発表！11

23(水・祝）

　地域活性化のためのプランを考える勉強会「ぬま大学第２期」の最終報告会を開催するにあたり、
一般聴講者を募集します。気仙沼の若者 13 名が、５月からの半年間、地域課題や自身の原体験を掘り
下げて、作成してきたマイプランを発表します。
　気仙沼の未来をより良いものにしていくためのプレゼンテーションを、ぜひお聞きください。
●日時／11月23日（水・祝） 　午後１時から６時まで
●場所／市ワン・テン庁舎大ホール
●定員／ 100 人（要申込）
●内容／受講生プレゼンテーション、特別セミナー
●申込締切日／11月21日（月）
●申し込み方法／Ｅメールまたは電話でお申し込みください。
●申し込み・問い合わせ先／
　市地域づくり推進課　tel：22-6600 内線 335　
　　　　　　　　　　　Ｅメール：info@numa-ninaite.com

母子・父子家庭のお母さん・お父さんへのお知らせ

自立支援教育訓練給付金・高等職業訓練給付金のお知らせ

　母子・父子家庭のお母さん、お父さんの経済的自立を支援し、就職に有利な資格の取得や教育
訓練講座の受講を支援するため、各種給付金の支給事業を行っています。
　給付要件、対象講座、給付額など制度について、詳しくはお問い合わせください。

pickupお知らせ

◆高等職業訓練促進給付金
　専門資格（看護師、介護士、保育
士など）を取得するために１年以上
養成機関で修業する場合に、毎月定
額の給付金を給付します。

◆自立支援教育訓練給付金
　就職につながる教育訓練講座（医療、
介護、ＩＴ関連資格など）を受講した
場合の受講料の一部を助成します。
※受講前に対象講座の指定申請が必要です

●問い合わせ先／市子ども家庭課　tel：22-6600 内線 435

平成 29 年度新入学児童にランドセルをプレゼントします

　平成 29年４月に小学校へ入学する母子・父子家庭の新入学児童にランドセルをプレゼントします。
　応募者多数の場合は抽選により決定します。

●募集内容／ランドセル（色はブラックとストロベリー）：男児５名、女児４名
●応募締切／ 12 月 16 日（金）必着
●募集方法／応募者の住所氏名、入学児童生年月日、同入学予定小学校名、連絡先電
話番号または携帯番号を明記し、はがきまたはファクスで応募してください。

●応募・問い合わせ先／〒983-0832　仙台市宮城野区安養寺 3-7-3
　　　　　　　　　　　公益財団法人 宮城県母子福祉連合会
　　　　　　　　　　　tel：022-295-0013　fax：022-256-6512
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