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Q.となりに住んでいるおばあちゃん、最近家に閉じこもりがちです。
　何か外に出るきっかけができればいいのですが･･･
A.おおむね65歳以上の方を対象に、地域ボランティア等の協力のもと、地域の
公民館等を利用して、閉じこもり防止や介護予防を目的とした各種活動を行っ
ています。

●軽スポーツ、娯楽
●健康増進
●趣味、創造
●世代間交流など
●茶話会
　（実施回数や内容はサロンによって異なります。）

高齢者ふれあいサロン

内　　容

　おおむね65歳以上の方
　※65歳未満の方は協力者（地域ボランティア等）として参加できます。

参加できる方

　実施されているサロンによって異なります。
　食事代や原材料費等の実費負担を伴う場合があります。

参 加 費

　地域の自治公民館や集会所など
　※自主的な活動ですので実施されていない地域があります。
　　詳しくはお問い合わせください。

実施場所

◎新規サロンを立ち上げる方へ
　地域自らが企画し、自主的に行っているサロンに運営費の一部を補助しています。
新しくサロンを立ち上げたいとお考えの場合は社会福祉協議会までご連絡ください。
（他の補助事業との併用は認められません。）

佐賀市社会福祉協議会本所又は各支所（Ｐ63をご覧ください）
高齢福祉課（介護予防係）

問い合わせ先

生活支援サービス

　生活支援員が訪問して調理・掃除等日常生活に対する指導・支援を半年間行います。
　利用時間は本人の心身の状況等を充分に検討したうえで決定します。

サービスの内容

　おおむね65歳以上の介護保険の要支援・要介護認定を受けていない方で、日常生活上の
指導・支援が必要と認められる方。本人の意欲が必要となり、本人の心身の状況や家庭状況
を充分に検討したうえで決定されます。

　おおむね65歳以上の方で、家事等の方法がわからない方に、日常生活での自立を目指し
て、生活支援員を派遣します。

サービスを利用できる方

　１時間あたり150円

利 用 料

　高齢福祉課（長寿推進係）
　お住まいの地区を担当するおたっしゃ本舗（Ｐ7をご覧ください）

問い合わせ先

◎生活支援員派遣

　市内の介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）での短期間の宿泊。（年間60日を上限。
ただし、利用日数は本人の心身の状況等を充分に検討したうえで決定します。）

サービスの内容

　おおむね65歳以上の介護保険の要支援・要介護認定を受けていない方で、基本的生活習
慣の欠如等により、専門的な指導及び支援が必要と認められた方。

サービスを利用できる方

　１日あたり1,000円。ただし、食費等（2,000円程度）、送迎費用及び、診断書料等を別途ご負担
いただきます。

利 用 料

　おおむね65歳以上の方で、社会生活に適応する上で困難があり、自立して生活することが
難しい方に、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）で宿泊しながら、指導・援助を行います。

◎短期宿泊

Q.今まで夫婦2人暮らしだったが、家事を中心に担っていた妻が長期入院
となり、1人暮らしがはじまるのですが、今まで家事をやったことがなく
て困っています。

A.おおむね65歳以上の1人暮らし、高齢者のみ世帯で、家事等の方法がわ
からない方に、生活支援員を派遣したり、または施設で宿泊しながら指
導・援助を行います。
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Q.ちょっとした援助があれば、一人で生活できるのに･･･。

A.おおむね65歳以上のひとり暮らし、または高齢者のみ世帯（これに準
ずる世帯を含む）の方に、身の回りの軽易な援助を行い、在宅で暮らし
ていけるよう支援します。

　援助員が訪問し、食事の準備や簡単な掃除、日常生活必需品の買い物等の軽易な援助
を行います。
　利用回数は週1～2回とします。利用時間は1回につき1～2時間とします。（ただし単一
サービス利用の場合は1時間とします）
　利用回数、時間は、本人の心身の状況等を充分に検討したうえで決定します。

軽度生活援助

サービスの内容

　おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみ世帯（これに準ずる世帯を含む）で介護保
険の要支援・要介護認定を受けていない虚弱な方。身体的に日常生活に支障があると思
われる方等が対象となり、本人の心身の状況や家庭状況等を充分に検討したうえで決定
します。

サービスを利用できる方

　30分あたり50円（ただし、最低1時間からの利用）

利 用 料

　高齢福祉課（長寿推進係）
　お住まいの地区を担当するおたっしゃ本舗（Ｐ7をご覧ください）

問い合わせ先

　日常生活上の軽度な支援内容となっております。ご希望の内容に対応できない場合もあ
りますので、ご注意下さい。

そ の 他

Q.離れて暮らす親は心配ですが、毎日のように会いに行くのは難しくて…。

A.おおむね65歳以上のひとり暮らし、高齢者のみの世帯などで、安否確認

が必要な高齢者宅を訪問して安否確認を行います。

安否確認事業

サービスの内容
　委託しているお弁当の配達業者が高齢者のお宅を訪問します。事前の打合せで決まっ
た曜日に訪問し、顔を合わせて見守りを行います。
　応対時のご様子によっては、救急車の手配、連絡先となったご家族や担当ケアマネー
ジャーに連絡をとることがあります。訪問時に不在で、その後も連絡が取れない場合は、
業者や市の担当者から再度連絡や訪問を行い、安否を確認します。

　おおむね65歳以上の単身世帯、または高齢者のみの世帯であって、外出頻度が少な
い等の理由により、安否確認が必要な方。
※利用の可否や、その頻度については、本人の心身の状況や家庭状況・介護保険サー
　ビスや民間サービス等の利用等の状況をお伺いして決定します。

サービスを利用できる方

　市から150円が補助され、下記の金額となります。支払い方法を打合せの際に決め、
業者へ支払います。
　　○訪問のみ　　　1回あたり120円
　　○お弁当あり　　お弁当の値段から150円を差し引いた額

利 用 料

　高齢福祉課（介護予防係）
　お住まいの地区を担当するおたっしゃ本舗（Ｐ7をご覧ください）

問い合わせ先

　お弁当の配達業者に委託しているため、安否確認時にお弁当を
付けることもできます。

そ の 他
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Q.ちょっとした援助があれば、一人で生活できるのに･･･。

A.おおむね65歳以上のひとり暮らし、または高齢者のみ世帯（これに準
ずる世帯を含む）の方に、身の回りの軽易な援助を行い、在宅で暮らし
ていけるよう支援します。

　援助員が訪問し、食事の準備や簡単な掃除、日常生活必需品の買い物等の軽易な援助
を行います。
　利用回数は週1～2回とします。利用時間は1回につき1～2時間とします。（ただし単一
サービス利用の場合は1時間とします）
　利用回数、時間は、本人の心身の状況等を充分に検討したうえで決定します。

軽度生活援助

サービスの内容

　おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみ世帯（これに準ずる世帯を含む）で介護保
険の要支援・要介護認定を受けていない虚弱な方。身体的に日常生活に支障があると思
われる方等が対象となり、本人の心身の状況や家庭状況等を充分に検討したうえで決定
します。

サービスを利用できる方

　30分あたり50円（ただし、最低1時間からの利用）

利 用 料

　高齢福祉課（長寿推進係）
　お住まいの地区を担当するおたっしゃ本舗（Ｐ7をご覧ください）

問い合わせ先

　日常生活上の軽度な支援内容となっております。ご希望の内容に対応できない場合もあ
りますので、ご注意下さい。

そ の 他

Q.離れて暮らす親は心配ですが、毎日のように会いに行くのは難しくて…。

A.おおむね65歳以上のひとり暮らし、高齢者のみの世帯などで、安否確認

が必要な高齢者宅を訪問して安否確認を行います。

安否確認事業

サービスの内容
　委託しているお弁当の配達業者が高齢者のお宅を訪問します。事前の打合せで決まっ
た曜日に訪問し、顔を合わせて見守りを行います。
　応対時のご様子によっては、救急車の手配、連絡先となったご家族や担当ケアマネー
ジャーに連絡をとることがあります。訪問時に不在で、その後も連絡が取れない場合は、
業者や市の担当者から再度連絡や訪問を行い、安否を確認します。

　おおむね65歳以上の単身世帯、または高齢者のみの世帯であって、外出頻度が少な
い等の理由により、安否確認が必要な方。
※利用の可否や、その頻度については、本人の心身の状況や家庭状況・介護保険サー
　ビスや民間サービス等の利用等の状況をお伺いして決定します。

サービスを利用できる方

　市から150円が補助され、下記の金額となります。支払い方法を打合せの際に決め、
業者へ支払います。
　　○訪問のみ　　　1回あたり120円
　　○お弁当あり　　お弁当の値段から150円を差し引いた額

利 用 料

　高齢福祉課（介護予防係）
　お住まいの地区を担当するおたっしゃ本舗（Ｐ7をご覧ください）

問い合わせ先

　お弁当の配達業者に委託しているため、安否確認時にお弁当を
付けることもできます。

そ の 他
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Q.ひとり暮らしで汚れてしまったふとんを洗うことができないおじいち
ゃんのことが心配です。

A.おおむね65歳以上のひとり暮らし、高齢者のみの世帯などで、寝具の衛生管
理が困難な方に、寝具類の洗濯乾燥消毒サービスを行います。

　掛け布団、敷き布団、毛布又はシーツを年2回、丸洗い・乾燥・消毒します。

寝具洗濯乾燥消毒サービス

サービスの内容

　おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯（これに準ずる世帯を含む）又は身
体障がい者1・2級で、尿失禁等で寝具の衛生状況が悪く、寝具の衛生管理が困難な方。
　ただし市県民税非課税世帯に限ります。また、本人の心身の状況等を充分に検討した
うえで決定します。

サービスを利用できる方

　無  料

利 用 料

　高齢福祉課（長寿推進係）
　お住まいの地区を担当するおたっしゃ本舗（Ｐ7をご覧ください） 

問い合わせ先

Q.最近、おじいちゃんが常時おむつを使うようになりましたが、何か補助
はないですか。

A.在宅で生活するおおむね65歳以上で、要介護4または5の認定をもつ方

を介護する家族に対して紙おむつ等を支給します。

介護用品の支給

サービスの内容
　紙おむつ（シートタイプ・紙パンツ・テープ付）および尿取りパッドを現物で各家庭に配
達します。
　（１日あたり212円を上限とする）

　おおむね65歳以上で要介護4または5の認定をもつ方を介護する家族の方。ただし、
介護を受ける方と、介護をする家族の方それぞれが市県民税非課税世帯に属している場
合に限ります。
　また、入院・施設入所・生活保護受給中の方は利用できません。

サービスを利用できる方

　無  料

利 用 料

　高齢福祉課（長寿推進係）
　お住まいの地区を担当するおたっしゃ本舗（Ｐ7をご覧ください） 

問い合わせ先
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Q.ひとり暮らしで汚れてしまったふとんを洗うことができないおじいち
ゃんのことが心配です。

A.おおむね65歳以上のひとり暮らし、高齢者のみの世帯などで、寝具の衛生管
理が困難な方に、寝具類の洗濯乾燥消毒サービスを行います。

　掛け布団、敷き布団、毛布又はシーツを年2回、丸洗い・乾燥・消毒します。

寝具洗濯乾燥消毒サービス

サービスの内容

　おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯（これに準ずる世帯を含む）又は身
体障がい者1・2級で、尿失禁等で寝具の衛生状況が悪く、寝具の衛生管理が困難な方。
　ただし市県民税非課税世帯に限ります。また、本人の心身の状況等を充分に検討した
うえで決定します。

サービスを利用できる方

　無  料

利 用 料

　高齢福祉課（長寿推進係）
　お住まいの地区を担当するおたっしゃ本舗（Ｐ7をご覧ください） 

問い合わせ先

Q.最近、おじいちゃんが常時おむつを使うようになりましたが、何か補助
はないですか。

A.在宅で生活するおおむね65歳以上で、要介護4または5の認定をもつ方

を介護する家族に対して紙おむつ等を支給します。

介護用品の支給

サービスの内容
　紙おむつ（シートタイプ・紙パンツ・テープ付）および尿取りパッドを現物で各家庭に配
達します。
　（１日あたり212円を上限とする）

　おおむね65歳以上で要介護4または5の認定をもつ方を介護する家族の方。ただし、
介護を受ける方と、介護をする家族の方それぞれが市県民税非課税世帯に属している場
合に限ります。
　また、入院・施設入所・生活保護受給中の方は利用できません。

サービスを利用できる方

　無  料

利 用 料

　高齢福祉課（長寿推進係）
　お住まいの地区を担当するおたっしゃ本舗（Ｐ7をご覧ください） 

問い合わせ先
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Q.ひとり暮らしのおばあちゃんに万が一のことが起きた時に、簡単に外
部に連絡できる手段はないですか。

A.消防局に緊急通報できる佐賀市緊急通報システムをご利用ください。

緊急通報システム

サービスの内容
　急病や発作などの緊急時に、緊急通報システムの非常ボタンを押すと、消防局（119
番）へ通報することができます。

　おおむね65歳以上の高齢者のみの世帯または日中独居の高齢者で身体病弱な方、緊
急事態に機敏に行動することが困難な重度身体障がい者（1・2級）の方等。(佐賀市緊急
通報システムの通報装置を設置・利用できる一般の固定電話回線が必要です。)

サービスを利用できる方

　通報装置のレンタル料

利用者負担

　高齢福祉課（長寿推進係）
　地域の民生委員にご相談ください。

問い合わせ先

Q.最近、おばあちゃんが鍋をこがすことが多くなったので、火のことが
心配です。

A.おおむね65歳以上で防火の配慮が必要なひとり暮らしの方に対し、
電磁調理器・火災警報器等を給付します。

●電磁調理器
●火災警報器

高齢者日常生活用具給付

給付品目

　おおむね65歳以上のひとり暮らし世帯、高齢者のみの世帯（これに準ずる世帯を含
む）で、認知症等で心身機能の低下により火気の取扱いに不安がある方。ただし、市
県民税非課税世帯に限ります。本人の心身の状況等を充分に検討したうえで決定しま
す。

サービスを利用できる方

　無　料（ただし、電磁調理器については必要最低限のものとします。）

利 用 料

　高齢福祉課（長寿推進係）
　お住まいの地区を担当するおたっしゃ本舗（Ｐ7をご覧ください）

問い合わせ先
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Q.ひとり暮らしのおばあちゃんに万が一のことが起きた時に、簡単に外
部に連絡できる手段はないですか。

A.消防局に緊急通報できる佐賀市緊急通報システムをご利用ください。

緊急通報システム

サービスの内容
　急病や発作などの緊急時に、緊急通報システムの非常ボタンを押すと、消防局（119
番）へ通報することができます。

　おおむね65歳以上の高齢者のみの世帯または日中独居の高齢者で身体病弱な方、緊
急事態に機敏に行動することが困難な重度身体障がい者（1・2級）の方等。(佐賀市緊急
通報システムの通報装置を設置・利用できる一般の固定電話回線が必要です。)

サービスを利用できる方

　通報装置のレンタル料

利用者負担

　高齢福祉課（長寿推進係）
　地域の民生委員にご相談ください。

問い合わせ先

Q.最近、おばあちゃんが鍋をこがすことが多くなったので、火のことが
心配です。

A.おおむね65歳以上で防火の配慮が必要なひとり暮らしの方に対し、
電磁調理器・火災警報器等を給付します。

●電磁調理器
●火災警報器

高齢者日常生活用具給付

給付品目

　おおむね65歳以上のひとり暮らし世帯、高齢者のみの世帯（これに準ずる世帯を含
む）で、認知症等で心身機能の低下により火気の取扱いに不安がある方。ただし、市
県民税非課税世帯に限ります。本人の心身の状況等を充分に検討したうえで決定しま
す。

サービスを利用できる方

　無　料（ただし、電磁調理器については必要最低限のものとします。）

利 用 料

　高齢福祉課（長寿推進係）
　お住まいの地区を担当するおたっしゃ本舗（Ｐ7をご覧ください）

問い合わせ先
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問い合わせ先

シルバーパス券購入の助成
Q.車の運転をしなくなったので、これからバスを利用して外出しよう
と思っていますが、何か補助はありますか。

A.70歳以上の方に、1回の乗車につき、100円で利用できる『シルバー
パス券』の購入費の一部を助成しています。

◎シルバーパス券とは
　バス降車時に『シルバーパス券』を提示されますと、1回の乗車につき100円でご利用で
きます。発行から1年間有効。運賃のお支払いは現金のみです。

次のシルバーパス券を購入される際に、購入費の一部を助成します。
　・市営バスでご利用いただける『ワンコイン・シルバーパス券』
　・昭和バスでご利用いただける『シルバーパス券』

佐賀市に住民登録がある70歳以上の方
対象者には3月頃に申請書付案内ハガキを送付しております。

●市営バス：1,000円
●昭和バス：2,000円

　高齢福祉課（長寿推進係）又は各支所市民サービスグループ（P62をご覧ください）

助成内容

助成対象者

シルバーパス券購入者負担金

あん摩・はり・きゅう等施術券交付

　あん摩・はり・きゅう等の施術を受ける際に1回につき1,000円を助成する施術券を交付し
ます。
※施術券は佐賀市が指定した施術業者で、年度内24回までご利用いただけます。

佐賀市内にお住まいの65歳以上の方

申請窓口：本庁　高齢福祉課（1階北棟）・各支所市民サービスグループ
※申請時には身分を確認できるもの（保険証等）が必要です。

サービスの内容

サービスを利用できる方

申請方法

Q.最近腰が痛いのでマッサージを受けたいのですが、施術料の補助はあ
りますか。

A.あん摩・はり・きゅう等の施術を受ける場合、施術料の一部を助成しま
す。

問い合わせ先
　高齢福祉課（長寿推進係）又は各支所市民サービスグループ（P62をご覧ください）

佐賀市営バス ICカード版もあります!!

　佐賀市営バスに限り、希望者の方には、ICカード版でのワンコイン・シルバー
パス券の販売もしています（紙式との選択制）。初回購入時の個人負担額は、カ
ード代等を含み合計2,500円になります。バス利用時の運賃100円は、ICカード
から自動的に引き去ります。

　○販売窓口：佐賀駅バスセンター、佐賀市交通局、佐賀市役所市民相談コーナー（48・49窓口）
　○問い合わせ先：佐賀市交通局　TEL0952-23-3155



28

福
祉
サ
ー
ビ
ス

問い合わせ先

シルバーパス券購入の助成
Q.車の運転をしなくなったので、これからバスを利用して外出しよう
と思っていますが、何か補助はありますか。

A.70歳以上の方に、1回の乗車につき、100円で利用できる『シルバー
パス券』の購入費の一部を助成しています。

◎シルバーパス券とは
　バス降車時に『シルバーパス券』を提示されますと、1回の乗車につき100円でご利用で
きます。発行から1年間有効。運賃のお支払いは現金のみです。

次のシルバーパス券を購入される際に、購入費の一部を助成します。
　・市営バスでご利用いただける『ワンコイン・シルバーパス券』
　・昭和バスでご利用いただける『シルバーパス券』

佐賀市に住民登録がある70歳以上の方
対象者には3月頃に申請書付案内ハガキを送付しております。

●市営バス：1,000円
●昭和バス：2,000円

　高齢福祉課（長寿推進係）又は各支所市民サービスグループ（P62をご覧ください）

助成内容

助成対象者

シルバーパス券購入者負担金

あん摩・はり・きゅう等施術券交付

　あん摩・はり・きゅう等の施術を受ける際に1回につき1,000円を助成する施術券を交付し
ます。
※施術券は佐賀市が指定した施術業者で、年度内24回までご利用いただけます。

佐賀市内にお住まいの65歳以上の方

申請窓口：本庁　高齢福祉課（1階北棟）・各支所市民サービスグループ
※申請時には身分を確認できるもの（保険証等）が必要です。

サービスの内容

サービスを利用できる方

申請方法

Q.最近腰が痛いのでマッサージを受けたいのですが、施術料の補助はあ
りますか。

A.あん摩・はり・きゅう等の施術を受ける場合、施術料の一部を助成しま
す。

問い合わせ先
　高齢福祉課（長寿推進係）又は各支所市民サービスグループ（P62をご覧ください）

佐賀市営バス ICカード版もあります!!

　佐賀市営バスに限り、希望者の方には、ICカード版でのワンコイン・シルバー
パス券の販売もしています（紙式との選択制）。初回購入時の個人負担額は、カ
ード代等を含み合計2,500円になります。バス利用時の運賃100円は、ICカード
から自動的に引き去ります。

　○販売窓口：佐賀駅バスセンター、佐賀市交通局、佐賀市役所市民相談コーナー（48・49窓口）
　○問い合わせ先：佐賀市交通局　TEL0952-23-3155
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　高齢者が健康で明るい生活を送ることができるよう、生活や健康等
の各種相談に応じ、健康増進、教養の向上及びレクリエーションの便宜
を供与する施設です。

◎利用対象者　60歳以上の方
◎利 用 時 間　9時～16時
◎定　休　日　日曜日、祝日（祝日が日曜日の場合は、その翌日）
　　　　　　　年末年始（12月29日～1月3日）
◎利　用　料　無料
◎施 設 案 内　※詳しくは、各施設にお問い合わせください。

いきがい館巨勢
（巨勢老人福祉
 センター）

いきがい館平松
（平松老人福祉
センター）

いきがい館開成
（開成老人福祉
センター）

いきがい館金立

（金立いこいの家）

いきがい館大和
（大和老人福祉
センター）

いきがい館久保田
（久保田老人福祉
センター）

巨勢町大字
高尾83-7

末広二丁目
12-5

鍋島町大字
森田27-5

金立町大字

千布2314-1

大和町大字
久池井2970

久保田町大字
新田3323

24-5433

22-0441

32-1730

98-0540

62-0461

68-4512

●入浴日　 月・火・木・金の11時～15時
●健康相談
　毎月第１火曜日午前、第4金曜日午後
●囲碁大会  毎月第3水曜日
●各種クラブ活動  毎日
●巨勢シルバーカレッジ（高齢者教養講座）

●入浴日　 月・水・木・金の11時～15時
●健康相談
　毎月第1木曜日、第3月曜日
●囲碁大会　毎月第2土曜日
●将棋大会　毎月第4土曜日
●各種クラブ活動  毎日
●佐賀市平松清風大学（高齢者教養講座）

●入浴日　 月・火・水・木・金の11時30分～15時
●健康相談　毎月第1月曜日午後
●健康麻雀　毎週水・土曜日
●囲碁・将棋クラブ活動　毎日

●健康相談
　毎月第2火曜日
●囲碁大会  毎月第2水曜日
●各種クラブ活動  毎日
●金立いこいの家文化講座（高齢者教養講座）

●健康相談　毎月第3月曜日
●各種クラブ活動　毎日
●大和いきがい文化講座（高齢者教養講座）

●各種クラブ活動

施設名 所在地 電話番号 各種行事

いきがい館（老人福祉センター・老人いこいの家）
　健康運動指導士が、安全で効果的なニコニコペース※運動を中心に、
生活習慣病予防や介護予防などの個別指導を行います。はじめての方、
運動が苦手な方も、安心してご利用ください。

◎営業時間　平日 ：9時～21時30分
　　　　　　土・日・祝：9時～21時
◎休 館 日　月曜日
　　　　　　年末年始（12月29日～１月3日）
◎利 用 料　有料エリア

佐賀市健康運動センター

※ニコニコペースとは、ウォーキングに代
表されるような「ややきつい」程度の有酸
素運動です。日常生活の中で無理なく行
え、最大酸素摂取量を高める事ができ生
活習慣病の予防・改善に効果的です。

乳幼児
しょうがい者・介助者

65歳以上
小学生・中学生 一　般

１回　
回数券〔11枚〕

110円
1,100円

210円
2,100円

410円
4,100円

◎有料エリアの案内

●その他の施設
・多目的室（研修室）・多目的グラウンド・ウォーキングコース（約１km・600ｍ）
・サッカー・ラグビー場（天然芝・人工芝）※グラウンドゴルフ等でも利用可

●自由参加レッスン・自由参加教室
　運動強度や目的に応じた様々なレッスンや運動教室です。追加料金を払うことなく参加できます。
事前に予約をする必要はありません。詳細は、お問い合わせください。
　レッスン：エアロビクス等
　運動教室：ロコモ予防教室・健康スイム教室など

問い合わせ先
佐賀市健康運動センター（指定管理者　サガン・ドリームス/健康科学研究所/古賀商事グループ）
〒849－0917　佐賀市高木瀬町大字長瀬2553番地
TEL　0952－36－9309　　FAX　0952－36－9383

エリア名 概　要

温水プール

トレーニングルーム

スタジオ

多目的更衣室

浴室・シャワー

水中歩行、水泳、水中エアロビクスなど、水の特性を活かした様々な運動が
できます
・メインプール（25ｍ×7コース、水深110cm～120cm）
・可動床・流水プール（水深0cm～170cmに設定可）
・こども用プール（水深50cm）
※スイミングキャップをご持参ください
自転車やウォーキングなどの有酸素運動
筋力トレーニングの機器を設置
初回指導や体力測定を希望者に行っています
※室内用運動シューズをご持参ください
エアロビクス、ボール運動などの自由参加レッスン
運動前後のストレッチ体操にご利用ください

運動後に心地よく汗を流してください
※石けん、シャンプーをご持参ください

身体の不自由な方でも使いやすいよう、個室になっています
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　高齢者が健康で明るい生活を送ることができるよう、生活や健康等
の各種相談に応じ、健康増進、教養の向上及びレクリエーションの便宜
を供与する施設です。

◎利用対象者　60歳以上の方
◎利 用 時 間　9時～16時
◎定　休　日　日曜日、祝日（祝日が日曜日の場合は、その翌日）
　　　　　　　年末年始（12月29日～1月3日）
◎利　用　料　無料
◎施 設 案 内　※詳しくは、各施設にお問い合わせください。

いきがい館巨勢
（巨勢老人福祉
 センター）

いきがい館平松
（平松老人福祉
センター）

いきがい館開成
（開成老人福祉
センター）

いきがい館金立

（金立いこいの家）

いきがい館大和
（大和老人福祉
センター）

いきがい館久保田
（久保田老人福祉
センター）

巨勢町大字
高尾83-7

末広二丁目
12-5

鍋島町大字
森田27-5

金立町大字

千布2314-1

大和町大字
久池井2970

久保田町大字
新田3323

24-5433

22-0441

32-1730

98-0540

62-0461

68-4512

●入浴日　 月・火・木・金の11時～15時
●健康相談
　毎月第１火曜日午前、第4金曜日午後
●囲碁大会  毎月第3水曜日
●各種クラブ活動  毎日
●巨勢シルバーカレッジ（高齢者教養講座）

●入浴日　 月・水・木・金の11時～15時
●健康相談
　毎月第1木曜日、第3月曜日
●囲碁大会　毎月第2土曜日
●将棋大会　毎月第4土曜日
●各種クラブ活動  毎日
●佐賀市平松清風大学（高齢者教養講座）

●入浴日　 月・火・水・木・金の11時30分～15時
●健康相談　毎月第1月曜日午後
●健康麻雀　毎週水・土曜日
●囲碁・将棋クラブ活動　毎日

●健康相談
　毎月第2火曜日
●囲碁大会  毎月第2水曜日
●各種クラブ活動  毎日
●金立いこいの家文化講座（高齢者教養講座）

●健康相談　毎月第3月曜日
●各種クラブ活動　毎日
●大和いきがい文化講座（高齢者教養講座）

●各種クラブ活動

施設名 所在地 電話番号 各種行事

いきがい館（老人福祉センター・老人いこいの家）
　健康運動指導士が、安全で効果的なニコニコペース※運動を中心に、
生活習慣病予防や介護予防などの個別指導を行います。はじめての方、
運動が苦手な方も、安心してご利用ください。

◎営業時間　平日 ：9時～21時30分
　　　　　　土・日・祝：9時～21時
◎休 館 日　月曜日
　　　　　　年末年始（12月29日～１月3日）
◎利 用 料　有料エリア

佐賀市健康運動センター

※ニコニコペースとは、ウォーキングに代
表されるような「ややきつい」程度の有酸
素運動です。日常生活の中で無理なく行
え、最大酸素摂取量を高める事ができ生
活習慣病の予防・改善に効果的です。

乳幼児
しょうがい者・介助者

65歳以上
小学生・中学生 一　般

１回　
回数券〔11枚〕

110円
1,100円

210円
2,100円

410円
4,100円

◎有料エリアの案内

●その他の施設
・多目的室（研修室）・多目的グラウンド・ウォーキングコース（約１km・600ｍ）
・サッカー・ラグビー場（天然芝・人工芝）※グラウンドゴルフ等でも利用可

●自由参加レッスン・自由参加教室
　運動強度や目的に応じた様々なレッスンや運動教室です。追加料金を払うことなく参加できます。
事前に予約をする必要はありません。詳細は、お問い合わせください。
　レッスン：エアロビクス等
　運動教室：ロコモ予防教室・健康スイム教室など

問い合わせ先
佐賀市健康運動センター（指定管理者　サガン・ドリームス/健康科学研究所/古賀商事グループ）
〒849－0917　佐賀市高木瀬町大字長瀬2553番地
TEL　0952－36－9309　　FAX　0952－36－9383

エリア名 概　要

温水プール

トレーニングルーム

スタジオ

多目的更衣室

浴室・シャワー

水中歩行、水泳、水中エアロビクスなど、水の特性を活かした様々な運動が
できます
・メインプール（25ｍ×7コース、水深110cm～120cm）
・可動床・流水プール（水深0cm～170cmに設定可）
・こども用プール（水深50cm）
※スイミングキャップをご持参ください
自転車やウォーキングなどの有酸素運動
筋力トレーニングの機器を設置
初回指導や体力測定を希望者に行っています
※室内用運動シューズをご持参ください
エアロビクス、ボール運動などの自由参加レッスン
運動前後のストレッチ体操にご利用ください

運動後に心地よく汗を流してください
※石けん、シャンプーをご持参ください

身体の不自由な方でも使いやすいよう、個室になっています
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問い合わせ先

問い合わせ先

問い合わせ先

シルバー人材センター
　日常生活の中での臨時的・短期的な仕事を引き受け、高年齢者の就業機
会の増大を図り、併せて活力ある地域社会づくりを目的としています。
　皆さん、シルバー人材センターを利用してみませんか！

税の軽減について
Q.おばあちゃんが寝たきりで、おじいちゃんが認知症であり、また、紙おむ
つを使用していますが、税の軽減はありますか。

A.所得税・市県民税の申告で、高齢者やその家族が障害者控除や医療費控
除の対象になる場合があります。

◎仕事の内容
　●家事援助サービス分野　　一般家庭の掃除・洗濯・食事の準備など
　●技能を必要とする分野　　樹木の手入れ、障子・網戸・ふすま張り、
　　　　　　　　　　　　　　簡単な大工・左官仕事など
　●屋内外の一般作業　　　　除草、チラシの配布など
　●管理分野　　　　　　　　施設管理、駐車（駐輪）場管理など
　●事務分野　　　　　　　　ハガキ・封筒の宛名書き、賞状書き、受付事務など

認知症、寝たきりの場合の障害者控除

佐賀市シルバー人材センター　　　
〒849-0919　佐賀市兵庫北三丁目8番36号（ほほえみ館）
ＴＥＬ 0952－37－3007　　ＦＡＸ 0952－37－3008

　身体障害者手帳や療育手帳をお持ちでない方でも、「障害者控除対象者認定書」の提示に
より、市県民税や所得税の「障害者控除」を受けることができます。
　この認定書は、認知症や老化による肢体不自由、ねたきり等の障がいのある65歳以上の
方で、その障がいの程度が障害者手帳の交付を受けている方の障がい程度に準ずるものと
して市長が認定した場合に発行されます。

　高齢福祉課（長寿推進係）

問い合わせ先

おむつ代の医療費控除
　身体状況によって、大人用の紙おむつやパッド類の費用が医療費控除の対象となる場合
があります。

　高齢福祉課（地域包括支援係）

■■■■■
認定書



32

福
祉
サ
ー
ビ
ス

問い合わせ先

問い合わせ先

問い合わせ先

シルバー人材センター
　日常生活の中での臨時的・短期的な仕事を引き受け、高年齢者の就業機
会の増大を図り、併せて活力ある地域社会づくりを目的としています。
　皆さん、シルバー人材センターを利用してみませんか！

税の軽減について
Q.おばあちゃんが寝たきりで、おじいちゃんが認知症であり、また、紙おむ
つを使用していますが、税の軽減はありますか。

A.所得税・市県民税の申告で、高齢者やその家族が障害者控除や医療費控
除の対象になる場合があります。

◎仕事の内容
　●家事援助サービス分野　　一般家庭の掃除・洗濯・食事の準備など
　●技能を必要とする分野　　樹木の手入れ、障子・網戸・ふすま張り、
　　　　　　　　　　　　　　簡単な大工・左官仕事など
　●屋内外の一般作業　　　　除草、チラシの配布など
　●管理分野　　　　　　　　施設管理、駐車（駐輪）場管理など
　●事務分野　　　　　　　　ハガキ・封筒の宛名書き、賞状書き、受付事務など

認知症、寝たきりの場合の障害者控除

佐賀市シルバー人材センター　　　
〒849-0919　佐賀市兵庫北三丁目8番36号（ほほえみ館）
ＴＥＬ 0952－37－3007　　ＦＡＸ 0952－37－3008

　身体障害者手帳や療育手帳をお持ちでない方でも、「障害者控除対象者認定書」の提示に
より、市県民税や所得税の「障害者控除」を受けることができます。
　この認定書は、認知症や老化による肢体不自由、ねたきり等の障がいのある65歳以上の
方で、その障がいの程度が障害者手帳の交付を受けている方の障がい程度に準ずるものと
して市長が認定した場合に発行されます。

　高齢福祉課（長寿推進係）

問い合わせ先

おむつ代の医療費控除
　身体状況によって、大人用の紙おむつやパッド類の費用が医療費控除の対象となる場合
があります。

　高齢福祉課（地域包括支援係）

■■■■■
認定書


