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第21回正しく安全なウオーキ
ング大会
①慈眼寺ふるさとウオーキング
期11月13日（木）　◇集合場所…
谷山第二中央公園　問南部保健
センター
②城山すそ野ウオーキング
期11月20日（木）　◇集合場所…
中央公民館前　問東部保健セン
ター
③ 潮風ニュータウンウオーキング
期11月27日（木）　◇集合場所…
鴨池児童公園　問中央保健セン
ター
①～③共　対市
内に住む人　
◇時間…10時～
12時（集合は９
時30分～９時50
分）　※雨天中止　料50円（スポ
ーツ傷害保険料）　申不要
市民のための歯科健康講座
内8020表彰式、吉野賢一氏（九
州歯科大学准教授）の講演　
期11月15日（土）13時30分～16時
所山形屋２号館６階文化ホール
料無料　問市歯科医師会事務局
222-0574（D222-0511）
第７回北部ふれあい健康まつり

内活動展示、脳活性体験、体脂
肪・体力測定、料理展示・試食、
ちびっこ体操、舞台発表など　
期11月10日（月）10時～15時30分
所北部保健センター　料無料
申不要　問北部保健センター
第28回谷山健康まつり
内健康づくり団体の活動紹介・
作品展示、新田みすづ氏（笑い

■講座・イベント ヨガティーチャー）による講
演、胸部レントゲン検診など　
※胸部レントゲン検診にはいき
いき受診券が必要　期11月17日
（月）10時～15時30分　所南部保
健センター　料無料　申不要　
問南部保健センター
西部かがやき健康祭
内作品展示、活動紹介、健康づ
くり体験発表、体力測定、手作
り体験など。胸部レントゲン検
診も実施（受け付けは13時30分
～15時。いきいき受診券が必要）
期11月18日（火）10時～15時30分
所西部保健センター　料無料　
申不要　問西部保健センター
第25回中央ふれあい健康展
内活動紹介、測定・体験コー
ナー、瀬戸山淳子氏（健康運動
指導士）の特別講演など。胸部
レントゲン検診も実施（受け付
けは10時15分～15時。いきい
き受診券が必要）　期11月21日
（金）10時～15時30分　所中央保
健センター　料無料　申不要　
問中央保健センター
家族介護講習会
内市内に住み、家庭で要支援以
上の高齢者を介護している人か
ボランティアのために介護知識
や技術を習得したい人　期来
年１月23日（金）10時～16時　
所市役所本館講堂　定30人（超
えたら抽選）　料無料　※介護
を受けている高齢者は無料で
介護サービス（デイサービスな
ど）が利用できます　申はがき
に介護者と介護を受けている人
の住所、氏名、電話番号、続
柄、要介護度、介護サービスを
希望するときはサービスの種
類と利用施設名を書いて、11
月28日（必着）までに〒892-8677
山下町11-1長寿支援課216-1267
（D224-1539）へ

●谷山福祉部福祉課
☎269-8472･8473 FAX267-6555

●伊敷福祉課
☎229-2113 FAX229-6894

●吉野福祉課
☎244-7379 FAX243-0816

●吉田保健福祉課
☎294-1214 FAX294-3352

●桜島保健福祉課
☎293-2360 FAX293-3744

●喜入保健福祉課
☎345-3755 FAX345-2600

●松元保健福祉課
☎278-5417 FAX278-4189

●郡山保健福祉課
☎298-2114 FAX298-2916

●保健所代表(保健総務課･生活衛生課・保健予防課）
　中央保健センター

☎258-2321 FAX258-2392
●北部保健センター

☎244-5693 FAX244-5698
●東部保健センター

☎216-1310 FAX216-1308
●西部保健センター

☎252-8522 FAX252-8541
●南部保健センター

☎268-2315 FAX268-2928
●吉田地区保健センター

☎294-1215 FAX294-3352
●喜入地区保健センター

☎345-3434 FAX345-3437

　各支所の福祉課・保健福祉課・保健所 問い合わせ先　

健康づくり教室・講座

精神保健福祉ボランティア養成講座

ひとり暮らし高齢者・障害者等安心通報システム

対①～⑤市内に住む人　⑥市内に住み精神障害のある人の家族
定①～④なし　⑤30人（先着順）　⑥7人（超えたら抽選）
料①～⑤無料　⑥100円(お茶代)
申①～④不要　⑤⑥直接か電話で⑤は11月13日～20日までに、⑥は
11月27日までに精神保健福祉交流センター (はーと・ぱーく)へ

内精神障害者へのボランティアの役割を学ぶ体験学習や施設見学な
ど
対市内に住み精神保健福祉に関心のある人　
期11月21日･27日、12月４日･11日･18日の13時30分～16時（全５回）
所精神保健福祉交流センター（はーと・ぱーく）など
定30人（超えたら抽選）　料無料
申郵送かファクスで住所、氏名、年齢、電話番号、受講の動機を11
月14日（必着）までに〒890-8543鴨池二丁目25-1-11保健予防課258-
2351（D258-2392）へ

　自宅内での急病や事故、火災などの緊
急時に押しボタンやセンサーの通報によ
り警備員が駆けつけ、必要に応じて救急
車の出動要請を行う通報システムを設置
します。
A高齢者向け
対①65歳以上のひとり暮らしや高齢者の
みの世帯で、世帯全員が病弱なため、
日常生活を営むうえで常時注意を要する世帯　②重度の要介護者
と同居している65歳以上の高齢者のみの世帯　③80歳以上のひと
り暮らし高齢者世帯
B障害者向け
対65歳未満のひとり暮らしの重度身体障害者世帯か重度身体障害者
のみの世帯など
AB共　料市民税所得割課税世帯は月額1000円（その他は無料）
※ただし、機器を稼働するための定期的な通信料金が電話料金に加
算されます　
問 高齢者は長寿支援課216-1267（D224-1539）、障害者は障害福祉課
216-1273（D216-1274）か各支所の福祉課・保健福祉課へ

講座・教室 内容など 日　時 場　所 申 し 込 み
問い合わせ

①糖尿病予
防講演会

中﨑満浩氏（南風
病院医師）、加藤
実穂氏（日本糖尿
病療養指導士）、
高岡綾子氏（鹿児
島大学非常勤講
師）の講話

11月11日（火）
13時～15時30
分

サンエー
ルかごし
ま

各保健セン
ター、各保
健福祉課、
市 医 師 会
226-3737

②脳活性チ
　ャレンジ
講座

桶
おけたに
谷 眞

まこと
氏（内村川

上内科医師）の講話
11月18日（火）
14時～16時

北部保健センター高司佳代氏（健康
運動指導士）の講
話と実技

11月26日（水）
14時～16時

③ひざ痛・
腰痛予防
教室

亀澤克彦氏（かめ
ざわ整形外科院
長）、山田辰弥氏
（同院理学療法士）
の講話・実技

11月27日（木）
14時～16時 南部保健センター

④脳卒中予
防教室

橋口良也氏（厚地
脳神経外科病院医
師）の講話

11月21日（金）
14時～
15時30分

郡山地区
保健セン
ター

郡山保健福
祉課

湯之上俊二氏（よ
しの脳神経外科・
消化器外科医師）
の講話

11月27日（木）
14時30分
～16時

吉田地区
保健セン
ター

吉田保健福
祉課

松岡秀樹氏（鹿児
島医療センター医
師）の講話

12月２日（火）
14時～15時30
分

松元支所 松元保健福祉課

⑤精神保健
福祉講座

岡田洋一氏(鹿児
島国際大学准教
授)による依存症
に関する講話

11月22日(土)
14時～16時 精神保健福祉交流セ

ンター (はーと・ぱー
く)214-3352
(D206-8571)

⑥精神科医
を囲む茶
話会

津留哲也氏(加治
木記念病院医師)
を囲み自由に語り
合う茶話会

12月４日(木)
19時～21時
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11月11日は「介護の日」
◇介護についての理解と認識を
深め、介護を必要とする人や介
護を行っている人を支援しましょ
う　◇地域社会における支え
合いや交流を促進しましょう　
問介護保険課216-1277（D219-
4559）、 長 寿 支 援 課216-1266
（D224-1539）、障害福祉課216-
1272（D216-1274）
インフルエンザの予防接種は
お早めに
◇インフルエンザは例年12月～
3月頃に流行します　◇ワクチ
ンの予防効果は接種した2週間
後から5カ月程度といわれてい
ます。早めに接種しましょう　
問保健予防課258-2358（D258-
2392）
ノロウイルス食中毒にご注意を
◇ノロウイルスによる嘔吐・下
痢症は特に秋から冬にかけて多
発します。ごく少量のウイルス
でも発症するため、十分に注意
を　◇石けんでしっかり手を洗

■申請・お知らせ

いましょう　◇食品は中心部
までしっかり加熱（85 ～90℃以
上、90秒以上）しましょう　
◇嘔吐物・
便などで汚
れ た 場 所
は、マスク・
手袋・ペー
パータオル
などを使用し、塩素系漂白剤
で適切に消毒を　問生活衛生課
258-2331（D258-2392）
国民健康保険証の再交付
◇保険証をなくしたり汚したと
きは再交付できます　◇必要な
もの…本人確認書類（免許証な
ど）、世帯主の印鑑、汚したり
破損したときはその保険証　
問サンサンコールかごしま099-
808-3333（D国民健康保険課
216-1200）
医療費の一部負担金の減免
◇災害にあったときや事業や業
務の休・廃止、倒産・解雇など
による失業（定年・自己都合に
よる退職は除く）、疾病、負傷
などで、収入が著しく減少した
ときは、医療費の自己負担額が
減免されることがあります
問国民健康保険課216-1228
（D216-1200）
後期高齢者医療保険料の口座
振替への変更
◇来年2月分の特別徴収（年金
からの支払い）を中止し、口座
振替を希望する人は、今月14日
までに手続きを済ませてくださ
い（保険料の総額はかわりませ
ん）　◇必要なもの…保険証、
通帳、通帳印（本人以外の口座
から引き落としを希望するとき
は、本人の印鑑も必要）　◇引
き続き年金からの支払いを希望
する人や、申出書を提出済みの
人は手続き不要　問長寿支援課
216-1268（D224-1539）、各支所
の福祉課・保健福祉課

　桜島の二俣地域では、早朝の農作業などを終え、公民館に集まり、一服お
茶を飲んでからお達者クラブが始まります。毎月２回、約15人の会員が集ま
り、らくらく体操や二俣にこにこ体操、保健師やボランティアによる講話、ゲー
ムで元気に楽しく活動しています。
　気の合った会員同士のおしゃべりも楽しみの一つで、「もっと集まりた
い！」との声が上がるほど。これからもお達者クラブで、健康づくり、介護
予防、元気な地域づくりに取り組んでいきます。

お達者クラブとは？
　介護予防のために、外出する機会の少ない皆さんが、体操や創作活動な
どを通じて、心身の機能低下を防ぎ、生きがいをもって暮らせるよう保健
師や健康づくり推進員が、地域の皆さんとともに、地域の公民館などの身
近な施設で実施しています。
　身近なお達者クラブの場所など詳しくは各保健センター・保健福祉課へ。

お達者クラブ　　二俣にこにこ会
健康づくりやいきがいづくりに取り組んでいる皆さんをご紹介します。

“らくらく体操”でシャキッとシャンシャン85 ！

活用してください！
市登録「元気高齢者」
◇専門的な技術や知識・経験を
多くの人に伝えるため、積極的
な社会活動を行っている高齢者
を「元気高齢者」として登録し
ています　◇老人クラブや町内
会などの催しや講座などで、講
師としてぜひご活用ください　
◇登録内容…演奏、マジック、
運動、講演、パソコンなど　
問長寿支援課216-1266（D224-
1539）
地域で高齢者を見守りませんか
「ともしびグループ」募集
◇地域のひとり暮らしや寝たき
りの高齢者へ、声かけ活動や在
宅福祉に関する情報を提供する
ボランティアを「ともしびグ
ループ」（個人・団体）として募
集しています　問サンサンコー
ルかごしま099-808-3333（D長
寿支援課224-1539）
12月３日～９日は「障害者週間」
◇障害や障害のある人への理解
を深め、誰もが自然に手助けす
ることのできる「心のバリアフ
リー」を広めましょう　問障害
福祉課216-1272（D216-1274）
心身障害者扶養共済制度掛金
払込証明書の発行
◇掛金は年末調整や確定申告の
ときに控除が受けられます　
◇証明書は障害福祉課で発行
します　問障害福祉課216-1273
（D216-1274）
平成26年度市登録通訳者を募集
◇登録可否決定のための面接な
どを行います　対手話通訳士試
験・手話通訳者全国統一試験・
全国統一要約筆記者認定試験の
合格者　期来年1月31日（土）10

今月の納期
◇後期高齢者医療保険料 第５期
◇国 民 健 康 保 険 税   第６期◇介  護  保  険  料　
納期は12月１日まで

⎫
⎬
⎭

時～　所かごしま市民福祉プラ
ザ　申はがきかファクスで住
所、氏名、年齢、電話番号を12
月26日（必着）までに〒892-0815
易居町1-2市手話通訳者・要約
筆記者派遣運営協議会219-5882
（D同じ）へ
ＡＥＤ（自動体外式除細動器）設
置施設の公表・設置情報の募集
◇一般の
人が使え
るＡＥＤ
を設置し
てある施
設をかごしまⅰマップに掲載し
ています（民間施設は情報提供
のあった施設のみ）　◇掲載可
能な情報を設置事業者から随時
募集しています　問生活衛生課
258-2329（D258-2392）
犬の飼い主の皆さんへ
◇犬の放し飼い
は危険です。散
歩のときも引き
綱をつけましょ
う　◇散歩中の犬のフンは必ず
持ち帰り、おしっこもペットボ
トルなどに入れた水で流すなど
気配りをしましょう　問生活衛
生課258-2335（D258-2392）
12月１日は世界エイズデー
◇ＨＩＶ（エイズウイルス）感染
の有無は検査を受けないとわか
りません　◇保健所では平日の
昼間に毎週１回、平日の夜間に
毎月１回、無料匿名のＨＩＶ抗
体検査を行っています　※無
料・予約不要・匿名　◇検査の
日時など詳しくは市ホームペー
ジをご覧ください

問保健予防課258-2358（D258-
2392）

健　康 
・

 福　祉

いきいき　　
　　健やかに

休日のエイズ検査
期11月30日（日）13時～16時
所保健所　料無料
申不要　※匿名

内＝内容　対＝対象　
期＝日時・期間・期日　所＝場所
定＝定員・定数・人員　料＝料金
申＝申し込み　問＝問い合わせ　
D＝ＦＡＸ　{＝Ｅメール　
共＝共通事項


