在 宅 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 変 更 の お知らせ
▼５/21（土）
・22（日）第66回全県
中学校選抜野球鷹巣大会＝中央公
▼５/21（土）
・22（日）リトルシニ
ア春季東北大会＝合川野球場・森
吉野球場
▼５/25（水）2016チャレンジデー
＝北秋田市全域
▼５/25（水）第12回市長杯ユニカ
ール大会＝鷹巣体育館
▼５/25（水）〜27（金）平成28年度
鷹巣地区バスケットボール大会＝
鷹巣体育館

式野球北秋田大会＝中央公園野球
場
▼５/29（日）2016日本マスターズ
北秋田予選＝森吉野球場

▼５/９（月）こども・ねまーる広場

会＝鷹巣体育館

＝10：00〜11：30

▼高齢者障害者等外出支援サービス事業（利用者負担金が変わりました）
この事業の利用対象者は、おおむね65歳以上の高齢者や障がい者（児）等で、公共の交通機関の利用が困難な
方（寝たきりや車イスで、移動において常に介助が必要な方）
です。４月から利用者負担金が変更されました。

利用者負担金
（片道）
支援地域
居住地

☎78‐2114

旧鷹巣町

旧合川町

旧森吉町

旧阿仁町

大館市・鹿角市
能代市

旧鷹巣町

500円

600円

700円

1,000円

2,000円

▼５/３（火）〜５（木）小学校野球春

■合川公民館

の観桜リーグ戦＝中央公園野球場

▼５/15（日）第41回誕生の森記念

旧合川町

600円

500円

600円

900円

2,600円

▼５/８（日）第60回高松宮杯軟式

植樹＝10：00〜11：00

旧森吉町

700円

600円

500円

800円

2,600円

旧阿仁町

1,000円

900円

800円

500円

3,000円

野球北秋田予選＝中央公園野球場

■森吉公民館

▼５/７（土）〜９（月）第60回県北

▼５/13（金）森吉大学開講式＝

地区高校総体バトミントン競技＝

13：30〜15：00

☎72‐3259

秋田市・弘前市
など

5,000円

※病院への通院のほか、選挙、会議、買い物、理・美容院、敬老式等地域行事、冠婚葬祭などの
社会参加にも利用できるサービスです。

■文化会館 ☎62‐3311

▼５/３（火）
福祉チャリティーショー
（合川出身）林るり子「デビュー40周

▼家族介護慰労金支給事業（支給対象要件や支給額が変わりました）
【支給対象】下記に該当する方を介護している家族が支給対象となります。

【支給額】月3,000円

①

介護認定が要介護３（認知Ⅲa以上）、要介護４又は５に認定されている65歳以上の在宅者

②

①と同等の状態にある40歳以上65歳未満の在宅者であって介護状態の原因が特定疾病によって生じた方

③

介護認定を受けていない在宅者で同等の状態であると判断される方

▼５/８（日）秋田北鷹高校吹奏楽

▼５/21（土）剣道強化練成会＝合

部「第６回定期演奏会」＝14：00〜

川体育館

▼５/14（土）中込多実子ピアノコ

①

上記介護者を月の15日以上（病院への入院及び施設への入所日数は在宅としない）在宅介護した月

ンサート＝14：00〜 料金 1000円

②

介護サービス（※以下のサービスを除く）や障がい者の自立支援給付を受けていない月

時

11

分

30

式」＝13：30〜

５月 の 休 館 日
■鷹巣図書館 ☎62‐3311
３日〜６日、11日、18日、25日
【開館時間】午前９時〜午後７時
※土日、振替休日は午後５時まで
■森吉図書館 ☎72‐3192
【開館時間】午前９時〜午後５時
３日〜６日、11日、18日、25日
ＮＨＫ Ｂ-Ｓプレミアム

﹁にっぽん縦断こころ旅﹂
お手紙を募集しています

日に東京都をスタートし︑

28

ＮＨＫ Ｂ-Ｓプ レ ミ ア ム で 放 送
予定の﹁にっぽん縦断こころ旅﹂は︑

３月

神奈川︑山梨︑長野︑新潟と日本

海に抜け福島︑山形から東北を北

上して北海道を目指します︒

旅のルートは皆さんの手紙

旅のルートは︑皆さんからの手

紙により決定しており︑番組では

市内の﹁忘れられない場所︑風景﹂

にまつわる手紙を募集しています︒

日︵月︶必着

︽応募期限︾

５月

性別︑年齢︑思い出の場所︑風

︽応募内容︾ 住所︑氏名︑電話番号︑

景にまつわるエピソード

︽応募方法︾

16

28

▼５/19（木）高鷹大学「入学・開講

お知らせ

時〜

10

平成 年度 北秋田地区
障害者スポーツ教室

選＝合川野球場・森吉野球場

︻期日︼ ６月８日︵水︶

料金 1000円
（当日1500円）

︻時間︼

兼第67回県体軟式野球北秋田予

︻場所︼ 鷹巣体育館

年・歌謡・民謡・カラオケ」＝正午〜

︻対象者︼

▼５/15（日）
・29（日）第71回国体

▽身体・知的・精神障がい者︵在宅

1

▽番組ホームページ

5.

学生バレーボール東北親善鷹巣大

の方︶

www.nhk.or.jp/kokorotabi/
▽ＦＡＸ ０３ ３
‐４６５ １
‐３２７

▽郵送 〒１５０ ８
‐００１
ＮＨＫ﹁こころ旅﹂係

日︵月︶〜７月１日︵金︶

︽秋田県の放送予定︾

６月

︽お問い合わせ︾

ＮＨＫふれあいセンター

☎０５７０ ０
‐６６ ０
‐６６

2016.

▽障がい者スポーツ指導員

▽スポーツ推進委員

▽総合型地域スポーツクラブ関係者

いずれも北秋田地区に在住する方
※
に限ります︒

日︵火︶

︻実施種目︼ ボッチャ／フライング

ディスク

︽申込締切︾ ５月

６
‐６３７

福祉課地域障がい福祉係

☎

広報きたあきた

16：30［１日］10：00〜17：00

公園野球場

▼５/28（土）第36回全日本学童軟

23

▼５/３（火）
・４（水）第30回女子中

本学童軟式野球北秋田大会＝中央

ボール大会＝合川体育館

27

ングイベント＝［30日］９：00〜

▼５/14（土）
・15（日）第36回全日

田市・上小阿仁村ミニバスケット

62

野球北秋田予選＝合川野球場

▼４/30（土）
・５/１（日）オープニ

鷹巣体育館

▼５/28（土）
・29（日）第11回北秋

31

■ふれあいプラザ ☎62‐1130

▼５/１（日）第60回高松宮杯軟式

園野球場

問
申

■スポーツ ☎62‐3800

【支給要件】下記のいずれの要件も満たしている月に支給されます。

③居宅療養管理指導サービス

⑥特定福祉用具購入補助サービス

①訪問入浴介護サービス

④訪問看護サービス

⑦居宅介護住宅改修補助サービス

②訪問リハビリテーションサービス

⑤福祉用具貸与サービス

上記②の※以下のサービス

福祉タクシー事業

助成対象者・利用券の交付枚数を拡大！

市では、障がい者等がタクシーを利用す
る際のタクシー運賃の一部を補助するため、

≪対象者≫ ※在宅で生活する方に限る

タクシー利用券を交付していますが、４月
１日から助成対象者及びタクシー利用券の
交付枚数を拡大します。
交付枚数 年１６枚（年48枚）

◆身体障害者手帳の１級、２級、３級に該当する方
◆療育手帳（Ａ）に該当する方
◆精神障害者保健福祉手帳の１級に該当する方

※（ ）内の数字は、
▽年度途中で申請した場合の交付枚数
人工透析治療のた
７月〜９月までの申請：年12枚（年36枚） めに医療機関に通
10月〜12月までの申請：年８枚（年24枚） 院している方への
交付枚数です。
１月〜３月までの申請：年４枚（年12枚）

【申請に必要な物】
▽障害者手帳（身体障害者手帳、
療育手帳、精神障害者保健
福祉手帳）
▽印鑑

問 申 高齢福祉課高齢福祉係 ☎62‐6639 ／ 福祉課地域障がい福祉係 ☎62‐6637

※各総合窓口センターでも申請できます。
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