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臨時福祉給付金・子育て世帯
臨時特例給付金
◇平成26年４月からの消費税率
の引き上げによる、住民税が非
課税の人や子育て世帯への影響
を緩和するため、27年度も①臨
時福祉給付金や②子育て世帯臨
時特例給付金を引き続き支給し
ます　◇給付の内容や時期など
は決まり次第お知らせします
問①は健康総務課216-1239（D
216-1242）、②はこども福祉課216-
1261（D216-1284）
城西福祉館がリニューアル
オープン
◇児童ルームや調理室を整備
し、市民の交流や福祉活動の場
として、より利用しやすい施設
になりました　◇施設概要…和
室大、和室小、洋室、児童ルー
ム、調理室、地域福祉支援ルー
ム　◇利用の申し込みは城西福
祉館254-9376へ　問地域福祉課
216-1245（D223-3413）

平成27年度献血標語の募集
◇応募資格…市内に住むか通
勤・通学する人　◇応募方法…
はがきかファクス、Ｅメールで
標語、住所、氏名、年齢、電
話番号を５月15日（必着）まで
に〒890-0063鴨池二丁目25-1-
11生活衛生課258-2329（D258-
2392、{seikatueisei@city.
kagoshima.lg.jp）へ

■イベント・講座

タオル、靴下、運動しやすい服
装　料無料（施設使用料が必要）
申直接か電話で氏名、年齢、電
話番号を4月13日からかごしま
温泉健康プラザ252-8551（D252-
8556）へ
マリンピア喜入のイベント
①健康運動教室＆体力測定
内簡単な健康運動指導や筋力・
バランス感覚などの体力測定
対16歳以上の人　期４月15日（水）
14時～16時（受け付けは13時45
分～）　料無料　申不要
②道の駅喜入「喜

き

楽
らく

市
いち

｣
内喜入地域の農産物や特産品の
販売など　期４月19日（日）10時
～15時
③バランスボールストレッチ講座
対16歳以上の人　期４月25日（土）
11時～12時　定18人（超えたら
抽選）　料無料　申直接かはが
き、ファクス、Ｅメールで住所、
氏名、年齢、性別、電話番号を
４月13日（必着）までにマリンピ
ア喜入へ
④グラウンド・ゴルフ大会
期５月９日（土）９時～12時30分
（受け付けは８時20分～）　定64
チーム（１チーム５人。超えた
ら抽選）　料１人700円（弁当代込
み）　申直接かはがき、ファク
ス、Ｅメールでチーム名、代表
者の住所・氏名・電話番号、参
加者全員の氏名・性別・生年月
日を４月27日（必着）までにマリ
ンピア喜入へ
①～④共　問〒891-0203喜入町
6094-1マリンピア喜入345-1117
（D345-3412、{marinpiak@
po3.synapse.ne.jp）
スパランド裸

ら
・楽

ら
・良

ら

グラウンド・ゴルフ大会
期５月13日（水）９
時～13時（受け付
けは８時30分～）
※雨天予備日は５
月20日（水）　所郡山総合運動場
多目的競技場　定168チーム（１
チーム５人。超えたら抽選）
料１人1000円（弁当代込み）　
申直接かはがき、ファクス、Ｅ
メールでチーム名、代表者の住
所・氏名・電話番号、参加者
全員の氏名・生年月日・性別
を４月24日（必着）までに〒891-
1102東俣町1450スパランド裸・
楽・良245-7070（D245-7088、
{ info@spa-rarara.com）へ
れいんぼうフェスタ2015
内バンド演奏、模擬店など　
所精神保健福祉交流センター
期５月９日（土）10時～15時
問精神保健福祉交流センター
214-3352（D206-8571）

●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　

◇職場の健康保険に加入の人は、勤務先に確認してください
◇５月以降の日程はいきいき受診券に同封の日程表をご確認ください
◇医療機関でも受診できます
■４月の特定(長寿)健診　※保険証が必要
日 曜 場　　　所 受付時間
10 金 小野市民館 ９時～11時
13 月 吉田地区保健センター ８時30分～10時30分
14 火 西部保健センター ９時～10時30分
15 水 大明丘小学校 ８時30分～10時30分
16 木 吉田小学校 ８時30分～10時30分
17 金 清水小学校 ８時30分～10時30分
19 日 吉田地区保健センター ８時30分～10時30分
20 月 草牟田小学校 ８時30分～10時30分
21 火 東部保健センター ９時～10時30分
22 水 坂元台小学校 ８時30分～10時30分
23 木 大龍小学校 ８時30分～10時30分

24 金 中央保健センター ９時～10時30分
ＪＡグリーン鹿児島吉田南支店 ８時30分～10時30分

25 土 ヘルスサポートセンター鹿児島 要予約
28 火 北部保健センター ９時～10時30分

30 木 小山田小学校 ９時～11時
皆与志小学校 13時30分～14時30分

※南部保健センターは毎月第１金曜日に実施
問サンサンコールかごしま099-808-3333（D099-808-2525）
■４月の集団検診　※事前予約が必要
日 曜 検　診 場　　　所

13 月
胃・腹部 吉田地区保健センター
胃・腹部 ヘルスサポートセンター鹿児島
子宮・乳 北部保健センター●

14 火 子宮・乳 郡山地区保健センター●

15 水
胃・腹部 大明丘小学校
子宮・乳 吉田地区保健センター●
胃・腹部
子宮・乳

ヘルスサポートセンター
鹿児島●　※女性のみ

16 木 胃・腹部 吉田小学校
子宮・乳 松元地区保健センター●

17 金 胃・腹部 清水小学校
18 土 子宮・乳 県民総合保健センター●
19 日 胃・腹部 吉田地区保健センター

20 月 胃・腹部 草牟田小学校
胃・腹部 ヘルスサポートセンター鹿児島

21 火 胃・腹部 西伊敷小学校

22 水
胃・腹部 坂元台小学校
胃・腹部
子宮・乳

ヘルスサポートセンター鹿児島
（子宮・乳は午後も実施）　※女性のみ

23 木 胃・腹部 大龍小学校
24 金 胃・腹部 ＪＡグリーン鹿児島吉田南支店

25 土 胃・腹部 ヘルスサポートセンター鹿児島
子宮・乳 中央保健センター

27 月 胃・腹部 ヘルスサポートセンター鹿児島
28 火 胃・腹部 南部保健センター
30 木 胃・腹部 北部保健センター
◇受付時間　①胃・腹部　8時30分～9時30分　※●は午前のみ
　　　　　　②子宮・乳　8時30分～9時か13時～13時30分
申がん検診専用ダイヤル214-5489（D保健予防課258-2392）
　※ ヘルスサポートセンター鹿児島267-6292（D260-1780）での検診
は、直接予約が必要です

特定（長寿）健診・集団検診を受けましょう

ごみ拾い清掃ボランティア募集
内鹿児島中央駅前広場と天文館
（中央公園）
の２カ所か
ら出発し、
観光地やメ
インストリートなどのごみ拾い
清掃を行う　対参加を希望する
企業・団体、個人　期５月10日
（日）８時～９時（小雨決行）
所鹿児島中央駅周辺（中央駅東
口前広場）か天文館周辺（中央公
園）　申電話かファクスで、住
所、氏名、年齢、電話番号を４
月30日（必着）までに社会福祉協
議会ボランティアセンター221-
6072（D221-6075）へ
かごしま温泉健康プラザ
健康相談会
内青竹エクササイズと自宅で簡
単にできる筋力トレーニング
期４月18日（土）10時30分～11時
か11時10分～11時40分　定各10
人（先着順）　◇準備するもの…

いきいき受診券の医
療機関名簿の連絡先
が変更になりました
■変更後の連絡先
◇さがら女性クリニ
ック224-0489

◇相良病院附属ブレ
ストセンター

　224-0489
◇さがらパース通り
クリニック

　224-1816
◇鹿児島市立病院
  224-2101（４月30日
まで）、230-7000
（５月１日から）
問保健予防課258-
　2341(D258-2392)

「いきいき受
診券」は４月
上旬に送付し
ます
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特別養護老人ホームへの入所
◇４月１日以降、特別養護老人
ホーム（介護老人福祉施設・地
域密着型介護老人福祉施設）へ
の新規入所は、原則、要介護３
以上の人に限定されます　※要
介護１・２でも、やむを得ない
事情で居宅での日常生活が困難
なときは特例的に入所が認め
られることがあります　◇入
所の申し込みなど詳しくは各
施設へ　問介護保険課216-1280
（D219-4559）
国民健康保険証の更新
◇今月から使用できる新しい保
険証を先月中旬に郵送しまし
た。有効期限のご確認を　◇窓
口受け取りの手続きをした人
は、先月まで使用していた保険
証と印鑑を持って、受け取りを
希望した窓口で受け取ってく
ださい　問国民健康保険課216-
1228（D216-1200）
国保税の特別徴収（仮徴収）
◇昨年度に特別徴収（年金から

■申請・お知らせ

の支払い）された人は４・６・
８月に支給される年金から２月
と同額の国保税を仮徴収します
◇新たに特別徴収になる人（昨
年４月２日以降に本市の国保加
入者全員が65歳以上になった世
帯など）は４・６・８月に昨年
度国保税の２カ月相当額を仮徴
収します　◇今年度の国保税が
決定した後、その年税額と仮徴
収した額との差額を10・12・来
年２月の年金から本徴収しま
す　問国民健康保険課216-1229
（D216-1200）
外来人間ドック・脳ドックの
利用補助希望者を募集
①国民健康保険
対今月１日現在、35歳以上（昭
和15年６月30日以前に生まれた
人を除く）で、昨年度の国保税
完納世帯の人（昨年度受診した
人を除く）　定人間ドックは505
人、脳ドックは350人（いずれも
超えたら抽選）
②後期高齢者医療保険
対昨年度の後期高齢者医療保険
料を完納している人（昨年度受
診者と昨年度国民健康保険など
で受診した人を除く）　※現在
74歳の人で6月30日までに75歳
になる人は申し込み可　定人間
ドックは93人、脳ドックは75人
（いずれも超えたら抽選）
①②共　◇補助額
…検査費用の半額
（消費税は本人負
担、上限２万円）
◇人間ドックと脳ドックとの同
時申し込みは不可　◇実施機関
は各問い合わせ先に確認を　
申保険証と印鑑を持って、人間
ドックは４月16日～５月15日
に、脳ドックは４月23日～５月
15日に、①は国民健康保険課か
各支所の国保担当窓口、②は長
寿支援課か各支所の福祉課・保
健福祉課へ　問サンサンコール

　フォークダンスとは民俗舞踊のことで、世界各地の音楽に合わせ
て、さまざまなステップで楽しく踊っています。毎月２回、約２時間
ずつ練習していますが、曲にのって体を動かしていると、時間がたつ
のも忘れてさわやかな汗をかき、ストレス解消や健康づくりにもつな
がっています。
　また、たくさんの音楽
に出会えるのも楽しみの
一つです。
　結成して21年目になり
ました。新たな仲間づく
りも続けながら、これか
らもますます元気に活動
を続けていきます。

吉野公民館自主学習グループ　レッツ・フォークダンス
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。

かごしま099-808-3333（D国民
健康保険課216-1200、長寿支援
課224-1539）
はり、きゅう施設利用券
①国民健康保険被保険者
対昨年度国保税完納世帯の人
②後期高齢者医療被保険者
対昨年度後期高齢者医療保険料
を完納している人　　　
①②共　◇補助額…１回（枚）
1100円（年間60枚まで。申請月
で交付枚数が異なります）　
申保険証を持って①は国民健康
保険課か各支所の国保担当窓
口、②は長寿支援課か各支所の
福祉課・保健福祉課へ　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、
長寿支援課224-1539）
徘
はいかい
徊高齢者家族支援サービス

◇認知症による徘徊行動のある
高齢者を介護している家族など
が、認知症の高齢者が徘徊した
ときに早期に発見できるシステ
ムに加入したときに、加入費用
の一部を助成します　問サンサ
ンコールかごしま099-808-3333
（D長寿支援課224-1539）
重度心身障害者等医療費助成
申請時の同意書添付
◇1月診療分から、高額療養費
制度の変更により、保険診療に
よる一部負担金が２万1000円以
上となるとき、申請書に保険者
からの情報提供に関する同意書
の添付が必要となります　対70
歳未満の重度心身障害者等医療
費助成受給者　※国民健康保険
と後期高齢者医療保険加入者を
除く　◇同意書は障害福祉課
216-1273（D216-1274）か各支所
福祉課、各医療機関で配布
市民福祉手当（重度障害児手
当）は毎年申請が必要です
対今月１日現在で本市に引き続
き１年以上居住（住民登録）し、
身体障害者手帳１・２級、療育

手帳Ａ1・Ａ2・Ｂ1、精神障害
者保健福祉手帳１・２級を持つ
20歳未満の人（保護者が申請。
所得制限なし）　※障害児福祉
手当受給者や福祉施設入所者を
除く　◇手当額…年額２万4000
円　申手帳、本人か保護者名義
の預金通帳、印鑑を持って障害
福祉課216-1273（D216-1274）か
各支所の福祉課・保健福祉課へ
身体障害者手帳所持者以外の
障害福祉サービスなどの利用
◇身体障害者手帳の所持の有無
にかかわらず、難病患者などで
一定の障害がある人も障害福祉
サービスなどの利用ができます
問障害福祉課216-1304（D216-
1274）か谷山福祉部福祉課269-
8472（D267-6555）
障害者技能向上奨励金
◇鹿児島県障害者技能競技大会
（アビリンピック県大会）出場を
目指す従業員を雇用している事
業主に、技能習得に要する経費
の一部を助成します　◇補助率
…補助対象経費の10/10以内（１
事業所当たり５万円が上限）　
◇補助対象経費など詳しくは雇
用推進課216-1325（D216-1303）へ
住居確保給付金
対就労意欲のある65歳未満の離
職者で、住宅を喪失している人
など　◇支給要件など詳しくは
生活自立支援センター803-9521
（D216-1234）へ
犬の登録・狂犬病予防注射
◇定期予防注射を公園などで実
施します　※新規の犬の登録も
できます　◇登録済みの犬の飼
い主には、はがきで通知します
ので、はがきを持参して必ず受
けましょう　◇４～６月に限り
市内のほとんどの
動物病院でもはが
きに記載された料
金で接種可　問生活衛生課258-
2335（D258-2392）

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
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いきいき　　
　　健やかに


