
こんにちは「地域包括支援センター」ですこんにちは「地域包括支援センター」です

　市が、平成23年度に行った基本チェックリスト（高齢
者の生活機能を評価し、要介護状態となるリスクを予
測する質問票）の結果、運動機能の項目に好ましくない
状況と回答している人は2～3年後には、3人に1人が要
介護認定を受けていることが分かりました。

　介護予防教室参加者の
体力測定の参加前後の比
較です。筋力トレーニング
を習慣にすることで、体力
測定の結果が改善してい
ます。

詳しい内容や、参加方法は地域包括支援センターにお問合せください。

足腰などの筋力を鍛えましょう！

いきいき健康教室日程

時間 ： 午前10時から11時30分

　シニア世代の方が、住みなれた地域で、自分らしく元気で
自立した生活が長く送れるように、体操や認知症予防のレ
クリエーション等を楽しみながら、介護予防ができる教室
を開催しています（どなたでも自由に参加できます）。

8月　3日(木)

8月　9日(水)

8月10日(木)

8月17日(木)

8月22日(火)

8月25日(金)

8月28日(月)

寒川ふれあいプラザ

大川公民館

神前体育館

辛立文化センター
みろくふれあい市場内
コミュニティセンター

多目的研修集会施設

社会福祉協議会津田支所

小田ふれあいプラザ

時間 ： 午後1時30分から3時
8月　4日(金)

8月　8日(火)

8月18日(金)

志度公民館末分館

鴨庄ふれあいプラザ

志度武道館

【問】さぬき市社協（大川支所） ☎（0879）43-6590
　　地域包括支援センター ☎（0879）52-0410

【問】地域包括支援センター　☎（0879）52-0410
【問】下水道課　☎（0879）43-3155

【問】生活環境課　☎（087）894-1119【問】農林水産課　鳥獣害係　☎（087）894-1116

基本チェックリスト（運動器機能）

回答の星印（★）に3つ以上○がついた方は、運動器機能
の向上が必要と考えられます。

はい

はい

はい

★はい

★はい

★いいえ

★いいえ

★いいえ

いいえ

いいえ

階段を手すりや壁をつたわらず
に昇っていますか

椅子に座った状態から何もつか
まらずに立ち上がっていますか

15分間くらい続けて歩いて
いますか

この1年間に転んだことが
ありますか

転倒に対する不安は
大きいですか

筋力アップは今からでもできる！

一緒に介護予防に取り組みましょう！

（データ：介護予防教室H26年4月～
H27年12月末 利用者の体力測定結果）

TUG
（移動能力を評価）

初回

早くなっている！

9ヶ月目

7.84秒

7.6秒

片足立ち（足の筋力や
バランス機能を評価）

初回

5.9秒アップ！

9ヶ月目
28.7秒

34.7秒

すべての高齢者
が参加できる
教室

対象になると
参加できる教室

いきいき健康教室

介護予防サポーター
憩いの場

元気のからくり教室

仲間がいるから
続けられるね！

介護予防サポーター活動紹介

生涯学習館

寒川ふれあいプラザ

　外出や交流の機会が少ない高齢者のお宅を訪問し、笑顔
で楽しい時間を過ごしています。

○出前講座（市内全地区）

地元で活動する“介護予防サポーター”をご存知ですか？

　自治会やサロン等か
ら依頼を受けて、介護予
防 の お 話 や 歌 、体 操 、
ゲーム等を皆さんと一
緒に楽しみます。

　“介護予防サポーター”は、「介護予防・健康づくりを通して、
一緒に楽しい時を築き、人と寄り添
い、地域を支える存在」です。
　地 域の 皆様からの、お話ボラン
ティアや出前講座のお申し込みをお
待ちしています！

元気な

うちから

介護予防

○憩いの場活動（どなたでも自由に参加できます）
　地元の介護予防サポーターが、身近で楽しく集える場とし
て、参加者と一緒に体操や歌、脳トレゲーム等を行っています。

8月　1日(火)

8月17日(木)

時間 ： 午後1時30分から3時

【問】地域包括支援センター　☎（0879）52-0410

○お話ボランティア（津田地区・志度東地区）

さぬき市は、アイデアとチャレンジの人「平賀源内」のふるさとです。

「さぬき市元気づくり懇談会 ～あなたのアイデアをカタチに！～」参加者募集中
「このままでは、約40年後に、さぬき市の人口が半分になる！」・・この危機から抜け出すために「さぬき市ファン」集まれ～！

「さぬき市の20XX年」を
思いながら繰り広げる
シンポジウムです。

年齢・性別・国籍・住所要件なし！
参加無料！！
夏の午後を

熱～く過ごしませんか？？

日　　　時 平成29年8月5日（土）13時30分～16時（13時開場）
会　　　場 さぬき市公民館（津田公民館）
パネリスト 馬場 加奈子 さん（全国初の学生服リユースshopを起業。3人の子育てママ）
 岡本 裕介 さん　（農林水産業に詳しい金融マン。訪問した生産者は全国で千人超）
 村上 モリロー さん（デザイン活動で地域活性化を目指す「瀬ト内工芸ズ。」部長）
コーディネーター
 柏原 里砂 さん（FM香川パーソナリティ。「さぬき市遊びの達人」ブロガー）

申込方法など詳しくは、さぬき市HPまたは政策課まで　☎（087）894-1112
～この日に出たアイデアをカタチにするためのサポートワークショップも後日に開催予定。お楽しみに～

下水道排水設備工事責任技術者資格認定共通試験の御案内
　下水道排水設備工事指定工事店の指定要件の一つである工事の設計・施工に当たる責任技術者認定のための共通
試験を、次のとおり行います。

　飼い主のみなさんが気付かないうちに周囲の方に迷惑をか
けているかもしれません。

飼い主にはあまり気にならない可愛いペットの鳴き声。
室外飼いや、散歩中に置き去りにされるペットのフンや尿。
私は犬が苦手なのに、リードを外して散歩をしている人がいる。

などなど。
　「自分の飼い方は大丈夫かな？」という確認をお願いします。

　田畑の農作物に被害を与えるイノシシ等の有害鳥獣を
捕獲するためには、香川県が実施する狩猟免許試験（年2
回実施）に合格し、狩猟免許を取得する必要があります。
本市では、市内におけるイノシシ等の有害鳥獣による農
作物被害等を軽減するため、狩猟免許を新たに取得され
た方に対し、費用面での助成を行っております。（受験・合
格が確認された後の事後助成となります。）

①【さぬき市　実施事業】
　 狩猟免許申請手数料補助　（上限5,200円）
   （対象者）下記の全ての条件を満たす方

            ①市内に住所を有する者。
           ②香川県が実施する狩猟免許試験を受験し、
              狩猟免許を取得した者。
           ③農作物の被害を軽減するため、有害鳥獣の
              捕獲に取り組むことが見込まれる者。

②【さぬき市鳥獣害対策協議会　実施事業】
    狩猟免許試験予備講習会受講料補助　（上限8,000円）
   （対象者）下記の全ての条件を満たす方

           ①市内に住所を有する者。
            ②新たに狩猟免許を取得するため、狩猟免許試 
                 験予備講習会に参加し、狩猟免許を取得した者。

　8月24日（木）から8月27日（日）に実施される予定の
平成29年度狩猟免許試験に係る実施要領・申請書等に
ついては、香川県から発表され次第、市農林水産課（本庁
2階）にて希望者に配布する予定です。

　ペットの習性を理解し、周囲の方に迷惑をかけないよう
にできるだけ室内で飼いましょう。

《室内飼いを！》

　ペットが道に迷っても飼い主のもとに戻れるように迷子
札を付けましょう。

《ペットが行方不明…そんな時のために！》

　飼っていない犬や猫にエサをやると、集まった犬や猫の
フン尿被害など、周囲の方に迷惑をかけ、トラブルの原因に
なります。
　無責任なエサやりはやめましょう。

《トラブルの原因に！？》

　飼っているペットの数が増えすぎて飼えなくなる前に、不
妊・去勢手術などをしませんか？
　さぬき市では、飼い犬や飼い猫の不妊・去勢手術をした
飼い主の方にその手術費の一部を補助しています。詳しい
内容や申請方法については生活環境課までお問い合わせく
ださい。

《補助があります！》

　飼い犬が誤って人を噛んでしまったり、驚いた人がケガを
してしまったりしないように室外で飼う場合は、必ずつなぐ
か柵内で飼いましょう。
　散歩の時も引き網を離さないよう気を付けましょう。

《放し飼いはやめましょう！》

1　試験の日時および場所
（1） 日　時 平成29年10月17日（火）
 午後2時から午後4時まで

（2） 会　場 高松テルサ　3階大会議室
 （高松市屋島西町2366-1）

2　試験の申込等
（1） 申込期間 平成29年8月1日（火）～平成29年8月31日（木）
（2） 申込場所 さぬき市上下水道部下水道課〈大川支所内〉
（3） 登録の有効期間
 市が定めた日から平成35年3月31日まで

　受験に関する申込書や説明書、講習会の案内などは、さぬき市下水道課にあります。

犬・猫の飼い方についてのお願い犬・猫の飼い方についてのお願い

ペットも家族の一員です。マナーを守って育ててあげましょう。

「本市では狩猟免許の
新規取得を応援します！」

　アライグマ、ハクビシン等の小動物であっても、野生
鳥獣の駆除や捕獲は、法律により「有害鳥獣捕獲」の許
可が必要となりますので、資格の無い方が野生鳥獣を
捕獲することはできません。詳しくは、農林水産課まで
お問い合わせください。

申込を
忘れても
大丈夫！
当日席

あります

平成29年度　点訳ボランティア養成講習会（初級）　受講者募集
期　　間 開講　平成29年9月7日（木）
 閉講　平成30年2月15日（木） 毎週木曜日 20回 予定
講習時間 午後1時30分～3時30分
会　　場 香川県視覚障害者福祉センター
受講資格 視覚障害者の福祉に理解・関心があり、初級講習終了

後、平成30年度予定の中級講習会（20回）を受講でき
る方

 Windowsの使用経験があり、パソコンを所有、または
講 習会終了後に購入予定のある方（ただし、OSは
Windows　Vista以降）

 当センターのボランティアとして活動できる方

募集人員 10名
費　　用 2,300円（予定）
説 明 会  8月10日（木）午後1時30分から、香川県視覚障害者福

祉センターで講習内容や、講習会後の活動についての
1時間ほどの説明会を行います。受講希望の方はでき
るだけご参加ください。

締め切り 8月24日（木）必着

【問・申】 〒760-0017 高松市番町一丁目10-35
 香川県社会福祉総合センター4階
 香川県視覚障害者福祉センター
 「点訳ボランティア養成講習会」宛　☎（087）812-5563
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