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令和４年（2022年）11月1日（火曜日） No.１５１８区のおしらせ 1 1 月 1 日号

区民相談全般・窓口のご案内については、「まごころステーション」☎（3546）0561へお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

　リハポート明石では、要介護・要
支援認定を受けている方が、住み慣
れた家庭や地域で自立した生活を継
続できるよう、リハビリテーション
などを通じて、心身機能の維持・改
善を支援しています。
　入所サービスの他、短期入所（シ
ョートステイ）や通所リハビリテー
ション（デイケア）、訪問リハビリテ
ーションも実施しています。
　施設ご利用の流れは別図のとおり
です。
入　所
　施設サービス計画に沿ってリハビ
リテーションや日常生活の動作訓練、
レクリエーション、趣味活動、入浴、
食事などのサービスをご利用いただ
けます。住み慣れた家庭への復帰が
果たせるようお手伝いします。
対　象
　要介護認定を受けている方
入所期間
　おおむね３カ月以内（状況に応じ
て６カ月まで延長可）
療養室
　４人室、２人室、個室
定　員
　80人
短期入所（ショートステイ）
　看護や介護を行っている家族介護
者などの休養、冠婚葬祭などさまざ
まな理由によりご家庭での看護や介
護が一時的に困難になった場合に入
所と同じサービスを短期間ご利用い
ただけます。

対　象
　要介護・要支援の認定を受けてい
る方
入所期間
　月14日以内
定　員
　20人
通所リハビリテーション（デイケア）
　ご自宅から往復送迎にて施設にお
越しいただき、リハビリテーション
や日常生活の動作訓練、レクリエー
ション、趣味活動、入浴、食事など
のサービスをご利用いただけます。
対　象
　要介護・要支援の認定を受けてい
る方
利用期間
　月曜日から土曜日のうち週１日以上
定　員
　各曜日30人
訪問リハビリテーション
　病気、けがや加齢などにより生活
機能が低下し、施設などの通所サー
ビスを受けることが困難な場合に、
施設から理学療法士などを派遣し、
自宅においてリハビリテーションを
実施することにより、日常生活の自
立を支援するサービスです。
対　象
　要介護・要支援の認定を受けてい
る方
逢介護老人保健施設リハポート明石
　☎（３５４５）９９１１
　�（年末年始を除く月～土曜日の午
前９時～午後５時）

リハビリテーションで在宅生活をサポートします

「はつらつ健康教室」体験講座

別図　施設ご利用の流れ
お申し込み 施設で用意している申込書類を提出していただきます。
➡

書類審査・訪問調査 支援相談員がご家庭を訪問するなど、ご利用者様の心身の状態などをお
伺いします。

➡
利用検討 資格要件の確認とご利用方法を施設スタッフが検討します。
➡

ご通知・ご契約 利用方法・利用開始日などをご連絡します。
➡

計画の説明と同意 施設サービス計画（入所）、通所リハビリテーション計画などを作成しま
す。

➡
ご利用開始 サービス計画などに基づき、サービスを開始します。

◎�おとしより相談センターやケアマネジャーとも連携していますので、お気軽にお問い合わせく
ださい。

日時など
　別表１のとおり
対　象
　区内在住で、運動機能などの生活
機能が低下していない60歳以上の健
康な方（要介護・要支援認定を受け
ている方を除く）
◎�生活機能の低下は、厚生労働省作
成の「基本チェックリスト」を基に
判定します。
内　容
　問診、血圧測定実施後、高齢者向
けのトレーニングマシンを使ったト
レーニングや、口

こう

腔
く う

ケア・栄養改善
のミニ講座を行います。運動指導員
の指導の下、受講者の状態に合わせ
たトレーニング計画を作成しますの
で、初めての方でも安心して受講で
きます。
費　用
　無料
申し込み方法
　11月18日（消印有効）までに受講申

込書などの書類を記入し、区役所４
階高齢者福祉課に郵送または持参し
て申し込む。
◎�申込書などの書類一式は、高齢者
福祉課に電話で連絡された方に郵
送します。また、いきいき館（敬
老館）やシニアセンター、おとし
より相談センターなどの施設で配
布している他、区のホームページ
からダウンロードすることもでき
ます。

◎�「基本チェックリスト」も受講申込
書などの書類に含まれています。

◎�受講が決定した方には受講決定通
知などを郵送します。

◎�過去にさわやか健康教室を受講さ
れた方は申し込みできません。

◎�受講決定後であっても、参加者の
健康面での安全と教室運営上の事
故防止のため、教室への参加をご
遠慮いただく場合があります。

逢高齢者福祉課高齢者活動支援係
　☎（３５４６）５７１６

日時など
　別表２のとおり
対　象
　区内在住で、運動機能などの生活
機能が低下している65歳以上の方
（要介護１～５の方を除く）
◎�おとしより相談センターのケアマ
ネジメントにより、教室の受講が
望ましいかどうかを個別に判断し
ます。
内　容
　問診、血圧測定実施後、体操や口

こ う

腔
く う

ケア、栄養改善の講座などを行い、
生活機能の改善・向上を目指します。
運動指導員の指導の下、受講者の状
態に合わせたトレーニング計画を作
成しますので、初めての方でも安心
して受講できます。
費　用
　無料

申し込み方法
　お近くのおとしより相談センター
へご相談の上、お申し込みください。
◎�受講は年間１回限りです。
◎�受講が決定した方には決定通知書
などを郵送します。

◎�受講決定後であっても、参加者の
健康面での安全と教室運営上の事
故防止のため、教室への参加をご
遠慮いただく場合があります。

逢京橋おとしより相談センター
　☎（３５４５）１１０７
　日本橋おとしより相談センター
　☎（３６６５）３５４７
　人形町おとしより相談センター
　☎（５８４７）５５８０
　月島おとしより相談センター
　☎（３５３１）１００５
　勝どきおとしより相談センター
　☎（６２２８）２２０５

別表1
コース 毎週火曜日午後コース 毎週金曜日午前コース

日　時
令和5年1月10日～3月28日の3カ月間
計12回（最長6カ月まで継続可）

令和5年1月6日～3月24日の3カ月間
計12回（最長6カ月まで継続可）

午後1時30分～4時 午前9時30分～正午
会　場 ケアプラザあいおい いきいき桜川（桜川敬老館）
住　所 佃3－1－15　相生の里1階 入船1－1－13
定　員 12人 10人
◎申し込み多数の場合は抽選です。
◎曜日・会場を替えて年4回募集します。

別表2
コース 毎週月曜日午後コース 毎週火曜日午前コース 毎週土曜日午前コース
日　時 午後1時30分～4時 午前9時30分～正午

会　場 浜町高齢者�
トレーニングルーム

いきいき桜川
（桜川敬老館） シニアセンター

住　所 日本橋浜町3－3－1　
トルナーレ日本橋浜町2階 入船1－1－13 佃1－11－1

定員（※） 15人 10人 15人
コース 毎週水曜日午後コース 毎週木曜日午前コース 毎週木曜日午後コース
日　時 午後1時30分～4時 午前9時30分～正午 午後1時30分～4時

会　場 ケアプラザあいおい 浜町高齢者�
トレーニングルーム

いきいき桜川
（桜川敬老館）

住　所 佃3－1－15
相生の里1階

日本橋浜町3－3－1　
トルナーレ日本橋浜町2階 入船1－1－13

定員（※） 各15人 10人
（※）定員に空きが出次第、随時ご案内します。
◎各コースとも、3カ月間で計12回開催します（最長6カ月まで継続可）。

対　象
　区内在住で、転倒の不安がある、
疲れやすい、外出が減ったなどの現
状の改善に興味のある65歳以上の方
（要介護１～５の方を除く）
内　容
　現在実施中のはつらつ健康教室の
一部を体験します（椅子に座ってで
きる体操、頭の体操など）。
京橋コース
日　時
　12月５日（月）
　午後１時15分～２時45分
会　場
　いきいき桜川（桜川敬老館）トレー
ニングルーム
持ち物
　室内用靴
定　員
　12人（先着順）
費　用
　無料

申し込み方法
　11月４日（金）から30日（水）までに
電話で申し込む（受け付けは祝日を除
く月～土曜日の午前９時～午後６時）。
逢京橋おとしより相談センター
　☎（３５４５）１１０７
月島コース
日　時
　11月25日（金）
　午後２時～３時30分
会　場
　勝どきおとしより相談センター
定　員
　15人（先着順）
費　用
　無料
申し込み方法
　11月４日（金）から24日（木）までに
電話で申し込む（受け付けは祝日を除
く月～土曜日の午前９時～午後６時）。
逢月島おとしより相談センター
　☎（３５３１）１００５

介護老人保健施設 「リハポート明石」
1月からのさわやか健康教室

はつらつ健康教室

いつまでも
いきいき元気！


