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　子ども発達支援相談室（あづみっこサポートルー
ム）は、発達や集団生活への適応に心配のある子ど
もの早期発見・早期支援と、成長に合わせた途切れ
ることのない支援を目指し、平成 24 年 4 月に開室
しました。本年6月1日からは穂高健康支援センター
内で保健師や臨床心理士、作業療法士等が相談を受
けています。
●どんな人が相談できるの？
→０歳から 18 歳までの子どもと保護者の相談に対
応します。
●どんなことが相談できるの？
→言葉が遅い、友だちとうまく遊べない、学校に行
きたくないなど、子どもの年齢に合わせた相談が
できます。
問 子ども発達支援相談室（あづみっこサポートルーム）

81・0719　 81・0703

第５回地域で共に生きようフェスティバル
～障がいがある人もない人も共に暮らそう～

子ども発達支援相談室
（あづみっこサポートルーム）ってどんなところ？

　障がいのあるなしに関わらず、交流体験を通し、
地域の皆さんと楽しい時間を過ごすためのフェス
ティバルを開催します。事業所による物品販売など
を行いますので、ぜひお出掛けください。
●日時　10 月 31 日（土）午前 11 時～午後４時
●場所　穂高交流学習センター「みらい」
●申し込み　不要
●内容　太鼓演奏、精神障がいに関する相談、ゲー
ム、スタンプラリー、ワークショップ
●その他　精神障がいに関する相談は、あるぷ（
31・5844）へ事前予約が必要です。
問 福祉課障がい福祉担当　 71・2251　 71・2328
地域で共に生きようフェスティバル実行委員会
事務局　 88・3955

特定疾患患者の見舞金支給

　特定疾患患者見舞金が支給されますので、該当す
る人は、次のとおり申請してください。
●支給条件　11 月１日現在、安曇野市に引き続き６
カ月以上住所を有し、県から次の受給者証のいず
れかの交付を受けていること
▷特定疾患医療受給者証
▷ウイルス肝炎医療費受給者証
▷小児慢性特定医療費医療受給者証
▷特定医療費受給者証
▷長野県特定疾病医療費受給者証
●申請者　支給条件に該当する本人またはその看護者
●支給額　1万 2,000 円
●申請方法　福祉課（１階14番窓口）または各支所
地域課まで次のものを持参し申請してください。
▷各受給者証
▷振込みを希望する通帳
▷印鑑
●受付期間　11 月 4 日（水）～ 27 日（金）
　（受付は平日の午前９時～午後５時）
問 福祉課障がい福祉担当　 71・2251　 71・2328

病児・病後児保育室の開設

　10月 1日から、安曇野赤十字病院内に市病児・病
後児保育室「あづみのキッズ♥けある～む」を開設
しました。児童が病気の回復期前、または回復期に
あり、集団での保育が困難な場合などに利用できます。
●実施場所　安曇野赤十字病院内（豊科 5685 番地）
●対象児童　次のいずれにも該当すること
▷生後６カ月経過後から小学校３年生までの児童
▷病気の回復期に至らず、集団保育および勤務等の
都合で家庭での保育が困難である
▷保護者が市内在住または市内に勤務している
※感染症については、受け入れを断る場合があります。
●利用日時　平日午前８時から午後６時まで
●申請方法　子ども支援課（１階16番窓口）および
「あづみのキッズ♥けある～む」に備え付けの申
請書類に必要事項を記入の上、利用前（事前）登
録をしてください。申請書類は市ホームページお
よび安曇野赤十字病院ホームページからも入手で
きます。
●その他　詳細は申請書類の中に入っている利用案
内（チラシ）をご確認ください。
問 子ども支援課保育担当　 71・2256　 72・2065
安曇野赤十字病院　病児・病後児保育室「あづみ
のキッズ♥けある～む」 72・0082

名称 内容 日時・場所 定員・費用 申し込み・問い合わせ

結家
第６回こども
祭り

発達障がい児のための福祉施設
「結家」の６回目のこども祭りで
す。毎回人気のたき火パンやカ
フェ、療育ショップなど行いま
す。成長した子どもたちが精一
杯おもてなしします。

日：11月１日（日）
正午～午後２時

場：ケアガーデン結家

費：無料 申：不要
問：ケアガーデン結家（  
83・1112）

井口喜源治記
念館講演会
「よい子を育て
る脳の話」

講師　井口寛次さん（医学博士）
が「脳の成長と子育てについて」
講演します。育児中の保護者な
ど、どなたでも受講できます。

日：11月７日（土）
午後２時～４時

場：穂高会館　第１・
第２会議室

定：100人
費：無料

申：井口喜源治記念館（
82・5570）へ電話で
申し込みください。

夢の実まつり

ＮＰＯ法人夢の実では、障がい
がある人の日中活動と就労支
援・学童支援をしています。夢
の実まつりでは、自主製品販売
や、飲食コーナー、バザー、ワー
クショップ、ミニコンサート、
子ども向けのゲームコーナーな
どを企画していますので、ぜひ
ご家族おそろいでお出掛けくだ
さい。

日：11月８日（日）
午前 10 時～午後
２時 30分

場：豊科身体障がい者
会館

費：無料 申：不要
問：ＮＰＯ法人夢の実　山
田さん（  50・7501
50・7502）

県診療放射線
技師会
無料骨密度検査
と講演会

県診療放射線技師学術大会にお
いて、啓発活動の一環として地
域住民を対象とした無料の骨密
度検査と講演会を行います。

日：11月８日（日）
午 前 10 時 10 分
～午後 3 時 30 分
（骨密度測定）
午後 1 時 30 分～
4時30分（講演会）

場：穂高交流学習セン
ター「みらい」

定：なし
費：無料

申：不要
問：県診療放射線技師会　
降簱さん（ 0261・
62・3166　 0261・
62・2711）

家事家計講習
会

健全な家計運営や、身近にある
調味料や布を使って手作りの知
恵などを学びます。シンプルな
暮らしについて一緒に考えま
しょう。

日：11月 12日（木）
午前 10時～正午

場：研成ホール

費：300円
※託児あり。託児希望
の場合は酒井さん
（ 72・2594）へ申
し込みください。

申：不要
問：松本友の会安曇野支部
寺 島 さ ん（ 73・
2802）

松本短期大学
第１回公開講座
「身体の動きを
介護に生かそ
う！」

介護の中で、利用者や患者を移
動する機会は日常的にありま
す。人間の自然な身体の動きを
知り活用できると、介護がとて
も楽になります。実際に介護技
術を担当している教員から講義
や実演等を通して、介護の現場
で生かせる方法等を学びます。

日：11月 21日（土）
午後１時～４時

場：松本短期大学　小
児看護学実習室

対：介護に関わる人
定：50人程度
費：無料

申・問：松本短期大学事務
局公開講座係（ 58・
4417　 58・3643）

あづみ野寄席
2015

市商工会青年部では、本年もあ
づみ野寄席を開催します。出演
は三遊亭小遊三さん他、人気落
語家の話芸をお楽しみくださ
い。チケットは10月25日（日）
から販売します。売り切れの際
はご容赦ください。

日：11月 24日（火）
開演午後７時～
（開場午後６時～）

場：安曇野スイス村サ
ンモリッツ大ホー
ル

費：▷前売り券
指定 4,000 円
自由 3,000 円
▷当日券
指定 4,500 円
自由 3,500 円

申・問：市商工会豊科支所
（ 72・2986　 72・
8461）

日  ＝日時　場  ＝場所　定  ＝定員　対  ＝対象者　費  ＝費用　持  ＝持ち物
申  ＝申し込み　問 ＝問い合わせ　受  ＝受付

スティバル実行委
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