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日時 場所 対象 定員 内容 費用 持ち物 申込み 問合せ ホームページ メール

おことわり　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、広報紙に掲載の内容が変更となる場合があります。市施設を利用する際やイベント等に参加する前には検温とマスクの着用など新しい生活様式の実践をお願いします。 令和4（2022）年■10月令和4（2022）年■10月 1819
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みんなきらめけ！！ハッピー体
操
　介護予防を目的とした体操です。

ところ 11月 定員

市民体育館 21日（月） 90人

唐子地区体育館 2・16日（水） 40人

北地区体育館 10・24日（木）70人

南地区体育館 11・25日（金）70人

大岡市民活動センター 17日（木） 35人

野本市民活動センター 7・14・28日（月） 55人

高坂丘陵市民活動センター 1・15日（火） 30人

大岡コミュニティセンター 1・15日（火） 40人

きらめき市民大学 14・28日（月）40人

きらめき市民大学（男性のみ）21日（月） 40人

市民福祉センター 17日（木） 30人

すわやま荘 15日（火） 35人

時間　午前10時～11時30分（大岡・高
坂丘陵市民活動センター、きらめき
市民大学（男性のみ）は午後2時～3
時30分）
市内在住の60歳以上の人
フェイスタオル（体操用）、バスタオ
ル（敷物用）、体育館履き、飲物
※事前申込は不要
総合福祉エリア
　☎22-5561 25-3305
　高齢介護課
　☎21-1406 22-7731 市

第4回スマイルウォーキング

11月19日（土）午前8時30分～11時
30分
コース　総合福祉エリア⇔きらめき市
民大学（約4㎞）
集合場所　総合福祉エリア
市内在住でおおむね65歳以上の人
30人（申込順）
介護予防を目的にサポーターと共に
ゆっくりと歩く。
飲物、雨具
・ 10月31日（月）までに直接、電
話又はFAXで高齢介護課へ。
　☎21-1406 22-7731

高齢者・福祉

いきいき生活教室

11月16日・30日、12月14日（水）午
前10時～11時30分（11月30日のみ
正午まで）
野本市民活動センター
市内在住の65歳以上の人
20人（申込順）
健康寿命を延ばすために自宅で実践
できる運動・栄養・口腔ケアを学ぶ。
400円（食材費等）
・ 11月9日（水）までに
直接、電話又はFAXで総
合福祉エリアへ。
　☎22-5561 25-3305 市

シルバー人材センター会員
募集
　働くことに生きがいを持って地域社
会に貢献できる人を募集します。
入会説明会
毎月第1木曜日午前10時～11時
市内在住で60歳以上の健康で働く
意欲のある人
・ シルバー人材センター
　　　☎22-2245 22-7655

往診医の紹介・退院支援の
相談窓口
　「通院できなくなってしまったので、
往診してくれる医師を探したい」「退院
してくる母の自宅での医療的ケアが心
配」など自宅や退院後の療養について
お困りなことはありませんか？　
　看護師資格のある職員が医療に関す
る相談を受け、関係機関と連携し、往
診医の紹介や退院支援などを行ってい
ます。ぜひお気軽にご相談ください。
平日午前9時～午後5時（年末年始を
除く）
比企医師会在宅医療連携拠点（保健
センター２階）
比企地区内在住・在勤の人（医療・
介護関係者含む）
・  電話で比企医師会在宅医療連携

拠点へ。
　　　☎81-5563

認知症の人と家族の会　介
護者のつどい
11月10日（木）午後1時30分～3時
30分
総合会館3階304会議室
認知症の家族を介護している人等
10人程度（申込順）
日頃の介護の悩み等を語る。
・  11月7日（月）までに電話で市地

域包括支援センターへ。
　　　☎22-7733 22-7731

戦没者等遺族への第11回特
別弔慰金
戦没者等の死亡当時の遺族（死亡後
に生まれた人は対象外）であり、令
和2年4月1日現在「恩給法による公
務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等
援護法による遺族年金」等を受けて
いる人がいない場合に、次の順番に
よる先順位の遺族
①令和2年4月1日までに戦傷病者戦没
者遺族等援護法による弔慰金の受給
権を取得した人
②戦没者等の子
③戦没者等の孫や兄弟姉妹など
※生計関係の有無等により順番が入れ
替わります。
④①～③以外の戦没者等の3親等内の
親族（おい、めいなど）
※戦没者等の死亡時まで引き続き１年
以上の生計関係を有していた人に限り
ます。
支給額　額面25万円（5年償還の記名
国債）
請求期間　令和5年3月31日（金）まで
※請求期間を過ぎると特別弔慰金を受
けることができなくなります。
・ 社会福祉課
　　　☎21-1455
　　　 24-6066

市

市 オンライン視聴

ひきこもり相談

平日午前8時30分～午後5時（年末
年始を除く）
※担当不在の場合がありますので、面
接相談等は事前予約をお勧めしていま
す。
ひきこもりの状態にある本人・家族
ひきこもりに関する相談。面接相談・
電話相談のどちらも可能です。相談
内容により家庭訪問もできます。相
談内容の秘密は厳守します。
・ 障害者福祉課

　　　☎21-1452 24-6066

特別支援学校塙保己一学園
高等部専攻科入学者募集
　相談・見学は随時受け付けています。
第1次募集　11月29日（火）

　第2次募集　令和5年2月10日（金）
県立特別支援学校塙保己一学園
県内在住で次のいずれにも該当する
人

・両眼矯正視力が概ね0.3未満の人又
は矯正視力が0.3以上の人で、盲学
校の教育を受けることが適当である
と判断できる人（障害者手帳未取得
者を含む）

・高等学校を卒業した人、もしくは３
月卒業見込みの人、又はこれらの者
と同等以上の学力があると認められ
る人
・  出願手続き等の詳細は、県立特

別支援学校塙保己一学園へ。
　　　☎049-231-2121
　　　 049-239-1015

巡回聴覚障害者相談の実施

10月19日（水）①午前10時～正午、
②午後1時～3時
①小川町民会館リリックおがわ2階
会議室3・4（小川町大塚55番地）※手
話通訳・要約筆記の用意があります。
②自宅等（訪問相談）※事前予約制
聴覚障害者又は聴覚障害者に関わり
のある人
相談内容は何でも構いません（例：子
育て、仕事、結婚、病気、隣家や職
場の人間関係、お金の貸し借りなど）。
・ 県聴覚障害者情報センター

　　　☎048-814-3353
　　　 048-814-3355

　現在、比企圏域内の医療機関を対象に実施しているこども医療費・重度心身障害者医療費の現物給付（窓口払い不要）に
ついて、10月診療分から対象エリアが埼玉県内の医療機関に拡大されます。
現物給付とは
　受給者が医療機関の窓口で医療費を支払う代わりに、市が受給者に代わって医療機関にその医療費を支払うことをいい
ます。
実施時期

制度 実施時期
こども医療費 10月診療分から
重度心身障害者医療費 10月診療分から

助成を受けるには
　埼玉県内の医療機関で受給者証、健康保険証を提示することにより、医療機関の窓口で保険診療に係る一部負担金の支
払いが不要となります。
　ただし、現物給付を実施しない医療機関で受診をした場合や各制度の現物給付限度額を超えた場合などは、窓口での支
払いが必要となります。支払いをした医療費は、領収書を添えて市に申請することで、医療費の払い戻しが受けられます。
　こども医療費・重度心身障害者医療費の受給者には、9月に詳細を通知していますので、通知又は市 をご確認ください。
こども医療費　子育て支援課☎21-1461 23-2239

　重度心身障害者医療費　障害者福祉課☎21-1452 24-6066

こども医療費・重度心身障害者医療費の現物給付（窓口払い不要）の
対象エリアが県内に拡大されます

比企地区在宅医療・介護連携
推進講演会（オンライン生配信）
　「人生のもしも」を考えることは、こ
れからを元気に生きるためにも大切に
なります。今回は、前橋市で日々在宅
医療を行っている医師が人生会議につ
いて、分かりやすくお話しします。
10月22日（土）午後2時～3時30分（開
場午後1時30分）
総合会館3階303会議室
市内在住・在勤の人
36人（申込順）

演題　「死ぬときぐらい好きにさせて
よ」～自分らしく生き、自分らしく
逝くために～

講師　高
たか

柳
やなぎ

亮
りょう

さん（医師、群馬家庭医
療学センター長、前橋協立診療所
所長）
会場で視聴する人は、10月5日（水）
～18日（火）に電話又はFAXで社会
福祉協議会へ。

　☎21-5556 25-3305
　なお、オンライン配信により視聴す
ることもできます。当日に二次元
コードを読み取ってください（比企
地区全体で先着400人）。
社会福祉協議会

　☎21-5556 25-3305

いきいきパス・ポイント対象
事業
　対象事業に参加して会場の受付又は
担当課窓口で「いきいきパス・ポイン
トカード」を提示するとポイントが付
与され、貯めたポイントは地域通貨ぼ
たん圓と交換できます。
市内在住の65歳以上の人
ポイント付与期間　令和5年2月28日
（火）まで
今月号掲載の対象事業 ページ

スマホでもバッチリ高坂写真教室 12
大腸がん検診（集団） 16
ファミリー歯科健診 16
特定健康診査を受けましょう 16
いきいき生活教室 18
みんなきらめけ!!ハッピー体操 18
第4回スマイルウォーキング 18
こちらウォーキングセンターです 21
月例市民ウォーキング 21
高齢介護課
　☎21-1406 22-7731

市
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こども医療 重度医療 埼玉県

http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/kenkofukushibu/koreikaigo/menu/elder_care_facility/yobou/ikiikilife_easycooking.html
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/kenkofukushibu/koreikaigo/menu/elder_care_facility/yobou/1582851413942.html
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/kenkofukushibu/koreikaigo/menu/elder_care_facility/ikipass.html
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/kenkofukushibu/shakaifukushi/menu/1438316961590.html
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/kenkofukushibu/koreikaigo/menu/elder_care_facility/ikairenkei/1662958952904.html
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/kodomokateibu/kosodate/menu/cost_of_medical_care/1350010859600.html
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/kenkofukushibu/shogaishafukushi/menu/teateiryouhinojosei/sh_6.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/a0702/kennaigenbutu.html
https://zoom.us/j/99958979850?pwd=a0dxK0ZuazdjTFJTTzJVOUVCVVFIUT09



