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ところ／ 1階センター広場
⑦道民共済「移動相談会」
とき／ 7月10（土）10時～ 17時
ところ／ 1階センター広場
問合せ／道民共済
電話／ 011-611-2456
①～⑥共通
問合せ／ちとせモール
電話／ 22-7355

スポーツ＆カルチャー
営利目的の教室・体験イベント情報は原則掲載できません。
同じ方からのお申込みは、続けて掲載できません。

Chiffon（シフォン）でお茶会
とき／ 7月15日（木）13時30分～
15時
ところ／イロイロリビング内よろず
屋Cafe（千歳市幸町1丁目15）
参加費／ 500円
申込期限／ 7月13日（火）まで
問合せ・申込／ 090-7514-1917
（佐藤）※初めての方はショートメー
ルで！

写真を整理して物も心もすっ
きりと
　写真の片付けの相談・体験会です。
おうち時間でできる方法もアドバイ
スします。前日までに要予約。
とき／ 7月20日（火）10時～ 14時
の間で1人30分
ところ／東雲会館（千歳市東雲町1
丁目10）
参加費／ 500円（30分）
持ち物／筆記用具、マスク
※対面が不安な場合はテレビ電話な
どでも対応可能。日程変更の場合も
あります。
問合せ・申込／写真整理とアルバム
カフェの会
電話／ 080-6795-9994（お問い合
わせだけでも可）

パチパチクラブ
＊誰でも上手に。楽しく学ぶ習字1ヵ
月無料体験
　書く事には脳を活性化する作用が
あり、集中力・思考力・観察力・コ
ミュニケーション力を身に付ける事
ができます。毛筆だけではなく、えん
ぴつ・ペン字もしっかり行います。文
字の読み書きの基礎からタブレット
で筆順クイズ・漢字カルタなど楽し
く覚える事ができます。要申込、参

加無料。
〈千歳会場〉
とき／毎週火曜日、15時～ 18時
ところ／真々地会館（真々地1-7-7）
〈恵庭会場〉
とき／毎週金曜日、15時～ 18時
ところ／中島会館（中島町4-17-14）
〈共通〉
対象／小学1年生以上
定員／ 5人程
問合せ・申込／パチパチクラブ事務局
電話／ 0120-503-549（細川）

Fuente ～音の泉～「Grace 
Garden」tour 2021
　恵庭では一年ぶりとなるFuente
のコンサート。恵庭市制施行50周年
テーマ曲「Gracegarden」も演奏し
ます。癒しと情熱のステージをお楽
しみください。
とき／ 7月10日（土）14時開場
ところ／金毘羅山弘隆寺（文京町
4-8-20）
定員／ 30人
参加費／ 2500円
問合せ・申込／ kimono着付世良美
電話／ 080-4044-8313

呼吸法と椅子ヨガ
　マスクをしていて気づかぬうちに
口呼吸になっていたり呼吸が浅くな
ってはないですか？　呼吸を整える
だけで肉体的にも精神的にも整って
きます。呼吸法を学びながら椅子を
使って体に負担をかけずに無理なく
ヨガを行います。過去にヨガをして
キツさを感じた方やヨガ未経験者、
膝や手首、腰を痛めてヨガを諦めて
いた方、体が硬い方、男性や高齢者、
呼吸を深めたいヨガ経験者まで幅
広くどなたでも参加できます。気持
ちよく体を一緒に動かしませんか？　
要申込。
とき／ 7月10日、17日、24日いず
れも土曜日、8時45分～ 10時
ところ／多目的スペースJUNCTION
2階（島松寿町1-28-10）
参加費／ 1000円
持ち物／動きやすい服装
問合せ・申込／ SHANTI YOGA 
<SHINOBU>
申込期限／開催日前日まで
電話／ 090-2182-6805（ショート
メール可）

さわやか朝ヨガin花の拠点は
なふる
　朝ヨガで1日を快適に過ごしましょ
う！　自然豊かなガーデンエリアはな
ふるで、新鮮な空気をたっぷりと味わ
いながらのヨガは格別です。コロナ
禍で溜まった心身のストレス解消に
もぜひお役立て下さい。子連れOK、
ヨガが初めての方も大歓迎です。要
申込。
とき／ 7月14日、21日、28日、8
月4日、11日、18日いずれも水曜
日、7月31日（土）、8月8日（日）8
時～9時
ところ／花の拠点はなふるガーデン
エリア（南島松828-3）
参加費／ 500円
持ち物／ヨガマット（なければ大き目
バスタオル）、レジャーシート、タオ
ル、お水
問合せ・申込／ヨガインストラクタ
ーMai
申込期限／開催日前日まで
電話／ 080-8908-1140（ショート
メール可）

サロンおはな
①がん患者・家族・遺族会
　患者さんやその家族、遺族など、
同じ立場の人がお互いの悩みや不安
を共有し情報交換をする場です。が
ん患者さんをサポートするための、
様々な事業をみんなで考えていきま
す。秘密厳守ですので安心してご参
加ください。参加無料。
とき／ 7月17日（土）11時～ 15時
その他／オンライン対応ご希望の方
は、ホームページ、公式LINE、お電
話にて事前にお申し込みください。
②①と同時開催　患者さんのための
ヨガ講座
　患者さんに合わせた、ゆるいヨガ
ですので、ご安心して参加ください。
要予約。
とき／7月17日（土）11時～12時、
13時30分～ 14時30分
持ち物／ヨガマットまたはバスタオ
ル、ブランケット、動きやすい服装、
お水
講師／ CoCoyogaゆうか
③居場所ふれあいサロンおはな
　恵庭に越してきたばかりでお友達
を作りたいけど…。誰かに話を聞い
て欲しい…。ワンオペ育児は疲れる
…。1人暮らしでひとりは寂しい…。

情報が欲しい…。ひきこもり、不登校
問題…。などなど、どなたでも参加
できます。参加無料。
とき／ 7月16日（金）18時～ 20時
その他／オンライン対応ご希望の方
は、ホームページ、公式LINE、お電
話にて事前にお申し込みください。
①②③共通
ところ／恵庭市民活動センターえに
あす1階会議室（緑町2-1-1）
問合せ・申込・電話／ 080-4044-
8313（おはな代表 石上）

ダンスアトリエフェリール
＊ポンポンダンス・バトンダンス体験
会in恵庭
　ポンポンを持って、バトンをくるく
る回して、楽しくダンス！　踊ることが
大好きな子どもたち募集中！要申込。
とき／ 7月23日（金・祝）①16時
～ 16時50分、②17時～ 17時50
分
ところ／恵庭市民活動センターえに
あす（緑町2-1-1）
対象／①ポンポンダンス・4歳～年
長、②バトンダンス・5歳～小学生
参加費／ 500円
問合せ・申込／ダンスアトリエ　フェ
リール
電話／ 090-2423-2250

子供日本舞踊教室
　花柳流日本舞踊教室はこの度、子
供日本舞踊教室を開催することとな
りました。お辞儀や正しい姿勢、日本
舞踊の基礎を学び、恵庭市民の皆様
に日本の伝統芸能を体験して頂きた
いと考えています。楽しく日本舞踊
を学びましょう。参加無料、要申込。
とき／ 7月24日、8月7日、10月
16日いずれも土曜日、7月25日、8
月8日、10月17日、24日いずれも
日曜日、13時～ 15時
ところ／恵庭市民会館リハーサル
室、他（新町10）
対象／ 3歳～小中高生
定員／先着20人
参加費／無料
持ち物／ゆかた、足袋、帯（貸出可）
問合せ・申込／花柳 莉乃圓（はなや
ぎ りのつぶら）
申込期限／ 7月23日（金）
電話／ 090-7645-9647

千歳市成年後見支援センター（千歳市東雲町１丁目11番地　千歳市社会福祉協議会内）　月曜日～金曜日（平日）　8時45分～17時15分　TEL0123-27-2527　FAX0123-27-2528

　今回は、千歳市成年後見支援センターに寄
せられた相談の中から、知的障がいの子供の
いるご家族からの相談内容をご紹介します。

シ リ ー ズ 第 1 1 回

障がいのある子の
親亡き後が心配！

せ い ね ん こ う け ん せ い ど

成年後見制度の活かし方

親亡き後の財産管理について

　私には知的障がいをもつ子供がいます。これまでは私と妻が面倒をみてきたのですが、私たち夫婦も高齢になり、親が亡くなった後の子供のことが
心配です。障がい者（障がい児）の親亡き後の問題に対応するためには、どのような制度を利用すればよいでしょうか。また、親が亡くなった後、相続が
発生した場合の対応について、どのようにしたら良いでしょうか。（相談内容はプライバシーに配慮し一部加工しています。）

親が亡くなり、相続が発生した場合の対応についてQQ
～「成年後見制度」と「日常生活自立支援事業」～ ～相続人のなかに判断能力が十分でない人がいる場合～

　知的障がいがあって自分で財産管理ができない場合に利用できる
制度として、まずは「成年後見制度」があります。

　知的障がいがある場合は、成年後見制度のうち「法定後見制度」の利用が
一般的ですが、判断能力の程度に応じて、「任意後見制度」を利用すること
も可能です。
　また、契約を締結することができるだけの判断能力がある場合は、日常生
活自立支援事業を利用する方法があります。その他、「遺言」を残しておく
ことや、「遺言信託」などを利用することも考えられます。
　「成年後見制度」「日常生活自立支援事業」については、ちゃんと2021年
6月11日号の紙面をご参照ください。

　相続の手続きをするためには、「成年後見制度」を利用して、家庭裁
判所で成年後見人等を選任してもらう必要があります。親が元気なう

ちに、法定後見利用の手続をする場合には、成年後見人等に就任することも
できます。
　ただし、裁判所が選任するのが原則で、同居の親族等でも申立人が希望し
た人が後見人に選任されるとは限りません。
　また、相続の事案によりますが、親が成年後見人になった場合、特別代理
人の選任が必要となる場合がありますので、まずは法律の専門家に相談し
てみることをお勧めします。

相談内容？
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