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福祉有償運送の申請受け付け
◇自家用
車を使っ
て、障害
のある人
などを有
償で病院
などに送
迎する事業を行うには、市が
設置する福祉有償運送運営協
議会で協議後、運輸支局へ申請
し、登録を受ける必要がありま
す　対社会福祉法人、ＮＰＯな
どの法人　◇受付期間…１月９
日（金）～16日（金）　◇使用でき
る車両…福祉車両、セダンなど
の一般車両　問障害福祉課216-
1273（D216-1274）
はたちの献血キャンペーン
◇１月と２月は輸血用血液が非
常に不足します。新成人の皆さ
んのご理解とご協力をお願いし
ます　◇献血場所…献血プラザ
かもいけクロス（鴨池新町）257-
3141、献血ルーム・天文館（東千
石町）222-6511　問生活衛生課
258-2329（D258-2392）
インフルエンザの感染を予防
しましょう
◇予防方法…こまめな手洗い、
流行時は人混みを避ける、規則
正しい生活やバランスのとれた
食生活をおくる、マスクの着用
などで咳

せき
エチケットを守る

問保健予防課258-2358（D258-
2392）
訪問歯科指導
内歯の健診や口の中の手入れの
アドバイス　対在宅で寝たきり
の人　問中央保健センター、東
部保健センター

在宅医療・介護の市民向け講
演会
◇講師…二ノ坂保

やす
喜
よし
氏（にのさ

かクリニック院長）　◇演題…
いのちを受けとめる町づくり～

■講座・イベント

在宅ホスピスのススメ　期１月
25日（日）14時～17時　所市立病
院学術講堂　定350人（超えた
ら抽選）　料無料　申はがきか
ファクス、Ｅメールで住所、氏
名、年齢、電話番号を１月21
日（消印有効）までに〒892-8677
山下町11-1長寿支援課216-1186
（D224-1539、{chouju-chi@
city.kagoshima.lg.jp）へ
らくらく体操講習会
◇「市民歌」と「おはら節」の
曲に合わせた〝らくらく体操″を
覚えて、健康づくりに生かしま
せんか　◇講師…徳田修司氏
（鹿屋体育大学特任教授）　対市
内に住む人　期２月３日（火）13
時30分～15時30分　所中央公民
館　定なし　料無料　申不要　
※動きやすい服装でお越しくだ
さい　問中央保健センター

身体障害者パソコン講座
内肢体不自由者・
内部障害者向け
（①インターネッ
トコース、②エク
セル応用コース）、肢体不自由
者・内部障害者・聴覚障害者向
け（③エクセル応用コース、④
ワード応用コース）　対市内に
住む18歳以上の身体障害者手帳
を持つパソコンに興味のある人
か文書入力ができる人　◇開
講日は全て２月上旬　所市心
身障害者総合福祉センター（ゆ
うあい館）　定各６人（超えたら
抽選）　料無料　◇申込期限…
１月20日　問市心身障害者総合
福祉センター252-7900（D253-
5332）

内さつまあげ、さつま汁、切り干し大根のポン酢和え、かるかんの
調理実習　

対市内に住む人　期２月５日（木）10時～13時30分
所北部保健センター　定20人（先着順）　
料500円程度（材料費）
◇準備するもの　かっぽう
着、三角巾、筆記用具　

申１月13日から電話で北部
保健センターへ

問北部保健センター

郷土料理を作ってみませんか！～郷土料理教室～

健康づくり教室・講座

●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

①～⑥共　対市内に住む人
定 ①～⑤なし　⑥60人（超えたら抽選）
料 無料
申 ①～⑤不要、⑥直接か電話で１月14日までに精神保健福祉交流
センター（はーと・ぱーく）214-3352（D206-8571）へ

講座・教室 内容など 日　時 場　所 申 し 込 み
問い合わせ

①ひざ痛・腰
痛予防教室

川村秀哉氏（増田整
形外科病院院長）、
南園智治氏（同病院
理学療法士）の講話

１月15日（木）
14時～16時

市消費生
活センタ
ー

中央保健セ
ンター

②肺がん予防
教室

桶谷薫氏（県民総合
保健センター副所
長）の講話

１月22日（木）
14時～15時30
分

南部保健センター

③脳卒中予防
教室

橋口良也氏（厚地脳
神経外科神経内科
部長）の講話

１月16日（金）
14時～16時

北部保健センター中村美奈子氏（健康
運動指導士）の講話
と実技、管理栄養
士による講話

１月29日（木）
14時～16時

④脳活性チャ
レンジ講座

濵園茂樹氏（パー
ルランド病院・認
知症疾患医療セン
ター医師）の認知症
に関する講話

１月19日（月）
・26日（月）13
時30分～15時
30分（全２回）

松元支所 松元保健福祉課

原田信哉氏（花野ク
リニック院長）の認
知症に関する講話

２月４日（水）
13時～15時

西部保健センター
鈴木幸氏（健康運動
指導士）の認知症予
防に関する実技

２月６日（金）
14時～16時

⑤こころの健
康教室

平川真理子氏（メン
タルケア鹿児島代
表理事）による講話

１月14日（水）
14時～15時30
分

東部保健センター

⑥メンタルヘ
ルス講演会

土岐篤史氏（鹿児島
大学大学院臨床心
理学研究科教授）に
よる子どもの発達
障害に関する講話

１月18日（日）
14時～16時

精神保健福祉交流セ
ンター（はーと・ぱー
く）

◇対象者　平成26年度住民税非課税者、児童手当受給者など
◇支給額　対象者１人につき１万円　
◇支給対象と思われる人には申請書などを送
付しています。まだ申請していない人は早
めに申請してください　※申請書は再発行
できます
◇期限までに申請がないときは、受給を辞退
したものとみなされますのでご注意くださ
い
◇受付窓口　本庁、各支所（８時30分～17時
15分、土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
問鹿児島市給付金コールセンター803-9555
（D803-9566）

申請期限は２月５日（必着）です！
臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金

２月５日までに
忘れずに申請
じゃ！

カ
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ジ
ャ
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難病に関する新たな医療費助
成制度が始まりました
◇今月か
ら難病に
かかる新
たな医療
費助成制
度が始ま
り、対象
疾患が110疾患に拡大されまし
た　対各疾患の診断基準、重症
度など一定の基準を満たす人　
◇申請書などは県ホームページ
からダウンロードできます　
問県難病相談・支援センター
218-3134（D228-5544）か保健予
防課258-2351（D258-2392）
障害福祉サービスなどの対象
となる難病の範囲の拡大
◇１月から障害福祉サービスな
どの対象である難病の範囲が、
現行の130から151疾病に拡大
されました　問障害福祉課216-
1304（D216-1274）、谷山福祉部
福祉課269-8472（D267-6555）

■申請・お知らせ

高額療養費の所得区分と自己
負担限度額が変わります
◇70歳未満の人の高額療養費の
所得区分と自己負担限度額が、
１月診療分から変わります
所得区分 自己負担限度額

所得※１が
901万円を
超える

25万2600円＋
（総医療費－84万
2000円）×１％
〈４回目以降※２〉
14万100円

所得が600
万円を超え
901万円以
下

16万7400円＋
（総医療費－55万
8000円）×１％
〈４回目以降〉
９万3000円

所得が210
万円を超え
600万円以
下

８万100円＋
（総医療費－26万
7000円）×１％
〈４回目以降〉
４万4400円

所得が210
万円以下
（市民税非
課税世帯を
除く）

５万7600円
〈４回目以降〉
４万4400円

市民税非課
税世帯

３万5400円
〈４回目以降〉
２万4600円

※１「所得」とは、国民健康保
険税の算定の基礎となる「基礎
控除後の総所得金額等」のこと
※２「４回目以降」とは、診療
月を含む過去12カ月以内に４回
以上高額療養費の支給があった
ときの４回目以降のこと　問国
民健康保険課216-1228（D216-
1200）
所得申告はお済みですか
◇所得がなかった人や少なかっ
た人は、申告により保険税や入
院時の自己負担額などが減額さ
れるときがあります。未申告の
人は早めに申告してください　
◇控除対象配偶者や扶養親族の
人は不要です　問国民健康保険
課216-1229（D216-1200）
葬祭費の支給
◇本市の国民健康保険加入者が
亡くなったとき、喪主に葬祭費
が支給されます　◇社会保険の
被保険者が資格喪失後３カ月以

　60歳～80歳代の約100人のメンバーが毎月２回集まり、ボールやタオ
ルなどを使ったストレッチ運動を中心に、気持ちよく汗を流しています。
　結成して26年になりますが、体操だけではなく、おはら祭やグラウン
ド・ゴルフ大会への参加など、メンバー同士の交流も大切にしています。
　これからも笑顔を絶やさずに、無理なく、楽しく体を動かしながら、
健康な体づくりに取り組んでいきます。

鴨池公民館自主学習グループ　　生き生き健康体操
健康づくりや生きがいづくりに取り組んでいる皆さんをご紹介します。

内に亡くなったときなどは、以
前加入していた社会保険から支
給されることがあります　◇申
請期間…葬儀の翌日から２年以
内　◇必要なもの…保険証、埋
（火）葬許可証か死亡診断書の写
し、喪主の印鑑・通帳、本人確認
書類（運転免許証など）　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）
ケアハウスを利用しませんか
対60歳以上で自炊できないなど
の身体機能の低下が認められ、
独立して生活するには不安な人
◇入居時に預り金や前年の収入
に応じた利用料（毎月８～21万
円程度）を負担　
ケアハウス名 電話番号

優和の里（吉野町） 243-0565
旭ヶ丘園（平川町） 262-2222
桜の苑（下福元町） 284-6383
夾
きょう
竹
ちく
灯
とう
（山田町） 264-6715

ライフイン鴨池
（下荒田四丁目） 213-5222

クレール下荒田
（下荒田二丁目） 255-5521

ケアハウス西陵
（西陵一丁目） 282-4373

寿楽苑（下田町） 248-5151
ケアハウス出会い坂
（草牟田一丁目） 223-3138

シルバーフラット
武岡台（小野町） 283-6870

大原の里（本名町） 294-2510
サンファミリーきいれ
（喜入前之浜町） 343-1885

ケアハウス照国
（照国町） 226-3141

ケアハウスしゅうゆう
（山田町） 275-9881

にじの郷小松原
（小松原一丁目） 210-5130

問各ケアハウス
後期高齢者医療保険料の口座
振替への変更
◇４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１月16日（金）ま
でに手続きを済ませてください
（保険料の総額は変わりません）

◇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、今までに申出書提出済みの
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

第一種動物取扱業の登録、
危険な動物を飼っている人へ
◇動物の販売、保管、貸し出し、
訓練、展示な
どを行うとき
は、第一種動
物取扱業の登
録が必要です
◇サル、ワニ、
ニシキヘビ、
ワニガメなど
危険な動物を
飼うときは、
動物種ごとに飼養保管の許可
が必要です　問生活衛生課258-
2335（D258-2392）
平成26年度市民福祉手当の
申請
内昨年10月１日（20歳未満の人
は昨年４月１日）現在で本市に
１年以上住み、身体または精神
障害者手帳１・２級や療育手帳
Ａ１・Ａ２・Ｂ１を持ち、今年度
申請をしていない人（特別障害
者手当などの受給者や一部の福
祉施設入所者などを除く）　
◇申請期限…20歳未満の人は３
月31日、20歳以上の人は９月30
日　◇必要なもの…手帳、申請
者名義の通帳、印鑑　問障害福
祉課216-1273（D216-1274）、各
支所福祉課・保健福祉課

健　康 
・

 福　祉

いきいき　　
　　健やかに

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

今月の納期
◇後期高齢者医療保険料 第７期
◇国 民 健 康 保 険 税   第８期◇介  護  保  険  料　
納期は２月２日まで
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