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2022 年 8 月 19 日（金）
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千歳市地域包括支援センター
生活支援コーディネーターが、
身近な地域の支え合い活動をお手伝いします。
高齢者の暮らしを支える総合的な相談窓口

生活支援コーディネーターは、日常生活で支援が必要な方がいつまでも元気で生きがいを持って
生活していくための地域の支え合い活動のお手伝いをさせていただく仕事です。
今回は、
身近な地域で支え合う活動のひとつ「暮らしのちょっと応援サービス」
（愛称 : ヤマセミねっ
と）の活動についてご紹介します。
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〇人には頼みにくい困りごとはありませんか？

〇次の活動はお断りしています。

ヤマセミねっとは、暮らしの中にある「ちょっとした困りごと」を依頼者
と協力者が一緒に助け合って取り組む有償のボランティア活動です。生活の
中で何か困っていることがありましたら、まずはご相談ください！

・介護保険・障がい福祉等制度の対象となること
・依頼者の方やそのご家族を活動者の車に同乗させること
・通帳や印鑑、お財布などの貴重品をお預かりすること
・宗教活動や政治活動に関すること
・提供時間が２時間を超えること（応相談）大規模な掃除・機械を用いた庭の
草刈り等は不可（お庭の手入れは手作業に限ります）
・その他、本会でサービスに該当しないと判断したこと

〇利用方法
活動は、協力者の方に任せきりにするのではなく、
「一緒に行うこと」を基
本としています。活動中に使用する道具等は、依頼される方に事前に準備を
していただきます。
1. 主なサービス内容
内容は、既存のサービスでは対応ができないような、簡単なお掃除（戸
棚を拭く等）やゴミ出し、窓ふきなどといった１回 30 分〜１時間程度で
終わるような簡単な内容です。
2. 利用料金
利用料は１回（30 分以内）250 円で、事前にチケットを購入していた
だきます（４枚綴り 1,000 円）。1 回のサービス利用は最大で２時間まで
です。
3. 利用時間
月曜日〜土曜日の午前９時〜午後５時まで（日曜祝日・年末年始除く）。

〇ご利用までの流れ
1. まずは、千歳市社会福祉協議会（0123-27-2525）ま
でご相談ください。
2. 依頼される方のご自宅へ生活支援コーディネーターが
伺い、活動内容を確認します。その際、利用が決まり
ましたら、その場でチケットを購入していただきます。
3. 活動内容や希望の日時を確認し、協力者の方へサービ
ス提供を依頼します。
4. サービス利用終了時に、その場で依頼者から協力者の
方へチケット（30 分 250 円）をお渡しください。

〇対象となる方
千歳市内在住の高齢者、障がい者のみの世帯、介
護をしている世帯、ひとり親世帯、乳児・幼児を子
育て中の世帯、その他必要と認められる世帯です。

〇ヤマセミねっと協力者募集中
ヤマセミねっとでは、活動に協力いただける方
を募集しています。千歳市内に在住、もしくは千歳
市内に通勤・通学されている 18 歳以上の方はどな
たでも登録いただけます。専門的な技術は必要あ
りません！ちょっと空いたお時間で、自分の得意
なことを活かして活動してみませんか？
登録には養成講座を受けていただく必要がござ
います（参加費 : 無料）
。随時受け付けておりますの
で、ボランティア活動に興味のある方は是非千歳
市社会福祉協議会までお電話ください

〇お問い合わせ先
社会福祉法人千歳市社会福祉協議会地域福祉課地域福祉係
（担当 : 生活支援コーディネーター）
TEL:0123-27-2525/FAX:0123-27-2528

千歳市内の相談窓口
☎ 0123-25-8180
☎ 0123-22-5188
☎ 0123-48-2848

千歳市北区地域包括支援センター
千歳市南区地域包括支援センター
千歳市向陽台区地域包括支援センター

☎ 0123-42-3131
☎ 0123-40-6516

千歳市西区地域包括支援センター
千歳市東区地域包括支援センター

は地域の方々を中心とした独自のポスティングシステムで、
毎週各ご家庭にお届けしています。
配布地域内でお手元に届いていない場合はお届けしますので、お気軽にご連絡ください。 ちゃんと編集部 TEL.0123-27-0911

読 者 プレ ゼ ント

ペア

5

組様

応募締切

探しています！

8月24日（水）必着

※当選者の発表は発送をもってかえさせ
ていただきます

人間には
慣れています

PRESENT

中村和子バレエスタジオ
第 1 回定期発表会

T w it te rした!
はじめま

今 回 の 演 目 は「 眠 れ る 森 の 美 女 」第 3 幕 よ り

最新情報を
ご紹介します！

レ王子：アンドレイ・クードリャ）ほか。生徒た

ちが日々の研さんで磨きあげた技術や表現力を

苫小牧溶接協会

披露する舞台。幅広い世代に楽しんでいただけ

0144-57-7587

る内容です。チケットは前売券 1500 円、当日券
のコンサートにペアで 5 組様をご招待致します。
提供／中村和子バレエスタジオ

●とき／ 9 月 4 日（日）14 時 45 分開場、15 時 30 分開演 ●ところ／恵庭市民会館大ホー
ル ●問合せ／中村和子バレエスタジオ ●電話／ 090-3018-1793
応募方法

①郵便番号・住所 ②氏名（フリガナ） ③性別 ④年齢 ⑤職業
⑥電話番号 ⑦今週のちゃんとで面白かったコーナー ⑧面白くなかっ
たと感じたコーナー（理由を含めて） ⑨あなたが「秋に挑戦したい事
や行きたい場所」をおしえてください。 以上すべてをご記入の上、
「中
村和子バレエスタジオ」と明記し、WEB 応募フォームまたはハガキ・
FAX・E メールでお送りください。
①〜⑨に未記入がある場合、抽選から外れることがあります。

宛先

【住所】〒 066-0073 千歳市北斗 4 丁目 13 番 20 号
㈱メディアコム「ちゃんと」編集部
【FAX】0123-27-4911 【E メール】present@chanto.biz

色/ 顔：黄色、ほっぺ：赤
体：グレー（羽先：白）
全長/約25cm

見かけた方、
保護してくださった方は、
ご連絡お願いします。

090-5224-5830（佐藤）

当店では、店内の消毒及びご来店のお客様がご利用いただける消毒液をご用意しております。
皆様が安心してご利用いただけるよう、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

2000 円（いずれも指定席・プログラム付）。こ

in fo

オス・6歳

8月9日（火）午後2時頃
千歳市みどり台の自宅
から逃げてしまいました

@jwes̲2021

オーロラ姫の結婚（オーロラ姫：中村梨乃、デジ

オカメインコ

WEB
応募
フォーム

スーパーアークス千歳店 限定開催!
北海道産
北海道産

長ねぎ
長ねぎ
お1人様 2本限り

400

本
体
価
格
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※写真はイメージです

1
本

・芳醇こく醤油
・香味まろ味噌
・うま辛担々麺

ゆうがた

39 円

（税別）

（税込43円）

8/ 21Ŝ

16:00ġ18:00

お1人様
6個限り

300

本体
価格

マルちゃん
正麺カップ

118円

各

（税別）

128

当日は紹介した商品以外にもお得な
（税込
円）
個限 定
商品多数!!
「夕方の市」
のマークを探してね!
【スーパーアークス 千歳店】TEL .0123-26-6660
※ビッグハウス恵庭店、
アークス長都店では実施しておりません。
ビッグハウス
千歳店
千歳市日の出1丁目(日の出大通沿)
本限 定

