題の解決または地域活性化に

・ 男女がともに輝く地域づく

ＳＮＳ等で発信する︒

スポットの紹介記事を作成し︑

市内飲食店のグルメと観光

国人と地域住民の交流や情報

室を運営すると共に︑在住外

人のニーズに応える日本語教

多様な学習要望を持つ外国

推進班

令和３年度実施住民協働事業の
提案事業を募集

市では︑地域課 題の解決を

つながる事業︵テーマは自由︒

☎０４７５︵７０︶０３４２

︿行政提案型事業テーマ﹀

・ 日本語教室の運営

点を置いた取り組みを行う︒

里出張所︑中部コミュニテ

づくり課︑中央公民館︑白

ジから入手できます︒

ィセンター︑市ホームペー

地域づくり課市民協働

・おでかけマップの作成

ルカフェ﹂を併せて開設する︒

申・

図るため︑住民団体が自主的

交換の場としての﹁グローバ

30

男女共同参画を身近なもの

市ひきこもり地域支援センター︶

予定︒先着３組︒

講
※座終了後に個別相談会を

大のため︑やむを得ず内容

新
※型コロナウイルス感染拡

を変更・中止等の場合があり

ます︒事前にご確認ください︒

り事業

17

・行政提案型事業＝市が提示

▼申込締切＝９月 日㈭

日㈪ 時〜 時

15

補助限度額 万円︶

として考えられるよう︑地域

▼その他＝事業の詳細は﹁応

送
※迎についてはご相談くだ

達明氏︵ひき

▼講師＝阿部

▼会場＝中央公民館講堂

▼対象＝ひきこもりの方︑不

こもり家族会カウンセラー︶

さい︒

登校︑外に出ることが苦手な

▼募集人数＝先着 人程度

抱えた方︑支援者

▼対象＝ひきこもりの家族を

方︑支援者

相談ください︒

市
※内在住者︒市外の方はご

10

13

または主体的に企画・実施す

業に対して補助金を交付します︒ する課 題に対し︑住民団体に

や職場における啓発活動を行

募の手引き﹂をご覧ください︒

11

る公益性のあるまちづくり事

より企画立案された事業︵補

う ︒特に︑市 内 事 業 所への啓

▼対象事業

助限度額は事業内容により定

・住民提案型事業＝住民団体

﹁
※応 募の手引き﹂は︑地域

めます︶
発や市民意識調査の実施に重

が企画立案した︑公共的な課

協 働 のま ち づ く り 通 信

日㈬ ︑ 月

30

30

︿共通事項﹀

▼参加費＝無料

るうちに、本人の希望する介護
環境が見えてくることもあります。
「考えを聞いてみる」
というところ
から始めてはいかがでしょうか。
〈例〉
・介護に関する考え方
・介護を受けるとしたらどんな
環境がいいか
・誰に介護してほしいか
・介護に関するお金の使い道
介護は家族の協力で成り立
ちますが、
それぞれの事情もあり、
型どおりに進めることは容易なこ
とではありません。費用や時間な
どの負担が偏らないよう調整も
必要です。切迫した状態になる
前から、家族間で気兼ねなく話
し合える関係づくりが大切です。
高齢者の相談窓口として、成
年後見制度の説明や各種相談
を受け付けています。お気軽に
ご相談ください。
地域包括支援センター
☎０４７５（７０）０４３９
在宅介護支援センター
おおあみ緑の里
☎０４７５（７３）５１４６
在宅介護支援センター杜の街
☎０４７５（７０）１６６６

特定非営利活動法人

今からできる介護の心構え

申・

地域包括支援センターだより

in

みませんか︒

② 第一回大網白里市住民協働

▼申込方法＝氏名・住所・年

30

◇心のいずみ 大網白里

日㈪ 時〜 時

▼参加費＝無料

事業市民公開講座

13

15

▼日時＝９月

交流すれば︑ちょっとしたヒ

▼会場＝中央公民館講堂

◇今後の事業開催予定

16

私たちができること〜背景・ ールにて事前に申し込み

リンク

10

理解・アプローチ〜﹂

☎０４７５︵７２︶５４３９

15

▼日時＝ 月 日㈮ 時 分

〜 時

０４７５︵７２︶５４５２

info@npo-link.jp

▼会場＝保健文化センター

３階ホールほか

智子氏︵千葉

認知症の方を介護されている方同士で、介護の悩みや
困っていることなどを語り合ってみませんか。
▶日時＝９月10日㈭13時30分〜15時
▶会場＝小規模多機能型居宅介護支援事業所かきつばた
「カフェかきつばた」
▶内容＝認知症の個別相談、参加者同士の交流
▶対象＝認知症の方（疑いを含む）を介護している方
※個別相談を希望する方は予約制となります。希望しない
場合は事前連絡の必要はありません。
地域包括支援センター
☎０４７５（７０）０４３９
０４７５（７０）１０９３
在宅介護支援センターおおあみ緑の里
☎０４７５（７３）５１４６
在宅介護支援センター杜の街
☎０４７５（７０）１６６６

▼講師＝平田

あんとんねぇさ〜
「九十九里地域認知症家族の会」in大網白里市

12

13

同じ悩みを抱えた者同士が

ントが生まれるかもしれませ

▼講師＝阿部

齢を電話・ファクスまたはメ

令和元年度事業所意識調査より

月５日㈪︑ 月７

ある程度取り組んでいる
26.1%

達明氏︵ひき

ん︒今回は講師をお呼びし︑

﹁ひきこもり状 態にある方に

▼日時＝
10

どちらともいえない
9.1%

今は健康そのものに見える方
でも、急な病気やけがなどで、
いつ介護が必要になるか分か
りません。万が一の備え、元気
なうちから介護に関する心構え
をしておくことが大切です。
◇備忘録に書き留めておきま
しょう
高齢になると体調や心身の状
態に変化が起こってきます。
その
状態を書き留めておくと、変化や
予兆にいち早く気付くこともあり
ます。
また、本人の意向を書き留
めておくのも｢その人らしさ｣を大
切にする介護へつながります。
〈例〉
・通院している医療機 関と主
治医
・過去のけがや病気、アレル
ギーについて
・薬について気を付けること
・体調不良や気分の変化など
・治療方針について
・日常生活に関する相談先と
交友関係
・金銭管理について
◇介護について家族で話して
おきましょう
世間話の延長で話題にしてい

① ひきこもり家族の集い

10

積極的に取り組んでいる
34.1%

あまり取り組んでいない
12.5%

こもり家族会カウンセラー︶

取り組んでいない
18.2%

▼募集人数＝先着 人程度

よる成果についても質問したところ、
「優秀な人材を確保できた」、
「職場
の雰囲気が良くなった」、
「業務の改
善につながった」などの回答が多くな
りました。
女性が働きやすい職場は、男性も
含む全ての従業員にとって働きやす
い職場になるようです。
事 業 所を対 象とした意 識 調 査 で
は、ワーク・ライフ・バランスの取り組
み状況等についての質問も行ってい
ます。詳細な結果については、市ホー
ムページで確認することができますの
で、ご覧ください。
地域づくり課市民協働推進班
☎０４７５（７０）０３４２

皆さんでミーティングをしま

令和元年９月に市内に住所のある
事業所を対象に男女共同参画に関す
る意識調査を行いました。その結果の
一部を紹介します。
事業所における女性活躍推進の状
況を確認するため、
「女性従業員を積
極的に採用したり、管理職へ登用する
などの女性従業員の活躍推進に取り
組んでいますか」との質問を行いまし
た。その結果、
「積極的に取り組んで
いる」または「ある程度取り組んでい
る」と回答した事業所は６割を超えて
おり、多くの事業所で女性従業員の
活躍推進に取り組んでいることが分
かりました。
また、女性活躍推進の取り組みに

す︒まずは︑一歩踏み出して

男女共同参画だより
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こちらは消費生活センターです！
格安スマホの契約〜今までの携帯電話との違いを確認して〜

〈事例〉
格安スマホ会社のチラシを見て、電話で
契 約内容について問い合わせた上でイン
ターネットから申し込んだ。
「ＳＩＭカードを
入れ替えるだけで使える。通信状態は変わ
らず今より利用料金が安くなる。通話は1回
10分以内であれば無料」との説明だったの
で、今までの携 帯電 話と同じ通話方 法で
使っていた。しかし契約後、２か月間で２万
７千円もの高額な通話料金を請求された。
そこで契約書をよく読むと「通話を無料に
するには特定のアプリを使用しなければい
けない」と注意事項が記載されていた。
〈ひとことアドバイス〉
「いつでもサポートを受けられる」、
「今
までと同じように使える」といった契約時の
説明により、消費者が格安スマホ会社にも
今までの携帯電話会社と同様のサービス
があり、利用方法が変わらないと認識して
いるケースが見られます。格安スマホ会社
のホームページやパンフレットを見て、利用
方法やサービス内容をよく確認しましょう。
無料通話は、格安スマホ会社独自のアプ
リケーションを使うことや、電話番号の前に
特定の番号を打ち込むこと等、指定された
通話方法でないと、予期せぬ高額請求を受
ける可能性があるため注意が必要です。
格安スマホ会社は実店舗を持たないこと
が多く、問い合わせ方法が電話やメール、

ホームページ上に設定されているチャット等
に限られているケースがあり、対面でのサ
ポートは行われていない場合があります。
青少年向けのフィルタリング機能等、今ま
での携帯電話会社では無料で提供されて
いるサービスが、格安スマホ会社では有料
のオプションとされている場合もあるため、
希望するものがあれば 契 約前に確 認しま
しょう。
格安スマホ会社の音声通話付き通信契
約は、電気通信事業法の「初期契約解除
制度」の対象です。契約書面の受領日もし
くはサービス提供開始日のいずれか遅い日
を初日とする８日以内に、契約している格安
スマホ会社に契約解除を行う旨の書面を出
すことで、無条件に通信契約を解除するこ
とができます。ただし、端末代金や利用し
たサービス料、事務手数料、ＳＩＭカード発
行手数料、その他諸費用を支払う必要があ
ります。
〈参考資料：ウェブ版国民生活 ４月号
Ｎｏ．93より〉
◇市消費生活センター
▶相談日時＝祝日を除く㈪・㈫・㈬・㈮
10時〜12時、13時〜16時
▶会場＝中央公民館１階相談室
▶相談電話＝０４７５（７０）０３４４
地域づくり課市民協働推進班
☎０４７５
（７０）
０３４２

