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認知症介護の相談所
内認知症に関する情報提供と認
知症の人を介護している家族の
不安や悩みの相談受け付け　
◇時間…10時～15時（市民相談
センターのみ13時～16時）　
所地域福祉館など　◇場所など
詳しくは認知症の人と家族の会
鹿児島県支部257-3887（火・水・
金曜日の10時～16時）か長寿支
援課216-1186（D224-1539）へ

■イベント・講座
認知症サポーター養成講座
内ビデオ上映を交えた認知症の
人への対応などの講話　対市内
に住むか勤務する人　期８月30
日（日）13時30分～15時　所精
神保健福祉交流センター（はー
と・ぱーく）　料無料　申電話
かファクスで認知症の人と家
族の会鹿児島県支部251-3928
（D同じ）へ　※電話は火・水・
金曜日の10時～16時。当日受け
付けも可
家族介護交流会
内頴娃方面への施設見学など
対市内に住み、要支援以上の高
齢者を介護している人　期10月
16日（金）９時～17時　定45人
（超えたら抽選）　料500円　
◇当日は、介護を受けている高
齢者は無料で介護サービス（短
期入所・訪問介護・通所介護の

いずれか）を利用できます　
申往復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
サービスの利用を希望するとき
は介護サービスの種類と利用施
設名を書いて、８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
吉田福祉センター教養講座
① 簡単に作れるカゴバッグ
  「エコクラフト教室」
期９月の毎週水曜日10時～12時
（全４回）　※23日を除く　定20
人
② 親子・お孫さんと一緒に楽し
い陶芸教室

期９月５日・19
日の土曜日10時
～12時（全２回）
定計20人（大人
と子どものグループ）
③ 体操教室「はつらつ元気作り
教室」

期９月10日～24日の毎週木曜日
14時～15時30分（全３回）　定30
人
①～③共　対市内に住む人　
◇定員を超えたら抽選　料無料
（教材費一部負担）　申電話か
ファクスで講座名、住所、氏名、
年齢、電話番号を８月21日ま
でに吉田福祉センター294-1825
（D294-4701）へ

健康づくり教室・講座

●谷山福祉部福祉課 谷山支所内
☎269-8472･8473 FAX267-6555

●伊敷福祉課 伊敷支所内
☎229-2113 FAX229-6894

●吉野福祉課 吉野支所内
☎244-7379 FAX243-0816

●吉田保健福祉課 吉田支所内
☎294-1214 FAX294-3352

●桜島保健福祉課 桜島支所内
☎293-2360 FAX293-3744

●喜入保健福祉課 喜入支所内
☎345-3755 FAX345-2600

●松元保健福祉課 松元支所内
☎278-5417 FAX278-4189

●郡山保健福祉課 郡山支所内
☎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 鴨池二丁目25-1-11

☎258-2321 FAX258-2392
●北部保健センター 吉野町3275-3

☎244-5693 FAX244-5698
●東部保健センター 山下町10-5

☎216-1310 FAX216-1308
●西部保健センター 永吉二丁目21-6

☎252-8522 FAX252-8541
●南部保健センター 西谷山一丁目3-2

☎268-2315 FAX268-2928
●吉田地区保健センター 本城町1687-2

☎294-1215 FAX294-3352
●喜入地区保健センター 喜入町6100

☎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　

対市内に住む人　定なし　料無料　申不要

教室・講座 内容など 日　時 場 所 問い合わせ先

ひざ痛・腰痛
予防教室

益﨑浩一郎氏（益﨑整形外科医師）
と日髙毅氏（同理学療法士）による
講話と実技

８月12日（水）
14時～16時

市教育
総合セ
ンター

東部保健セ
ンター

中川俊文氏（整形外科中川クリニッ
ク医師）と庵下忠親（同理学療法士）
による講話と実技

８月20日（木）
13時30分～15時
30分

松元支
所

松元保健福
祉課

脳活性チャレ
ンジ講座

黒野明
あ す

日嗣
つぐ

氏（老人保健施設「愛と
結の街」施設長・医師）による講話

８月24日（月）
14時～16時 喜入地区保健セン

ターキャラバンメイトによる認知症サ
ポーター養成講座

９月１日（火）
14時～16時

原田信哉氏（花野クリニック院長）
による講話

９月２日（水）
13時30分～15時
30分 吉田地区保健セン

ター
髙司佳代氏（運動指導員）による講
話と実技

９月24日（木）
13時30分～15時
30分

高血圧予防教
室

才原啓司氏（鹿児島大学心臓血管内
科医師）による講話

８月27日（木）
14時～16時

喜入地区保健セン
ター

シニア世代の
こころの健康
教室

久保かおり氏（菜の花こころの診療
所医師）による講話

８月27日（木）
14時～15時30分 南部保健センター

脂質代謝異常
予防教室

鹿島友義氏（南風病院医師）による
講話

８月27日（木）
14時～16時

北部保健センター北部保健センター管理栄養士と中
村美奈子氏（運動指導員）による講
話と実技

９月３日（木）
14時～16時

前立腺がんに
ついての教室

山根隆史氏（鹿児島大学泌尿器科医
師）による講話

９月１日（火）
14時～15時30分 西部保健センター

腎臓病予防教
室

佐伯英二氏（鹿児島生協病院医師）
による講話

９月２日（水）
14時～16時 南部保健センター

救急医療市民
講座

医師による講話と鹿児島救急救命
士会会員による実技

９月６日（日）
14時～16時30分

鹿児島
市医師
会館

生活衛生課

◇９月以降の日程は、いきいき受診券に同封の日程表を確認して
ください

■８月の特定(長寿)健診　※保険証が必要
日 曜 場　　所 受付時間
10 月 向陽小学校 ９時～11時
11 火 西部保健センター ９時～10時30分
12 水 和田小学校 ８時30分～10時30分
13 木 荒田小学校 ８時30分～10時30分
14 金 西陵小学校 ８時30分～10時30分
17 月 星峯東小学校 ８時30分～10時30分
18 火 東部保健センター ９時～10時30分
19 水 東桜島小学校 ８時30分～10時30分
20 木 紫原小学校 ８時30分～10時30分
21 金 桜島地区保健センター ８時30分～10時30分
24 月 桜丘西小学校 ８時30分～10時30分
25 火 北部保健センター ９時～10時30分
26 水 伊敷台小学校 ８時30分～10時30分
27 木 武小学校 ８時30分～10時30分
28 金 中央保健センター ９時～10時30分
31 月 宇宿小学校 ８時30分～10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）
■８月の集団検診　※事前予約が必要
日 曜 検　診 場　　所

10 月
胃・腹部 ヘルスサポートセンター鹿児島
胃・腹部 向陽小学校　※９時～10時
乳 中央保健センター（午後のみ）

11 火 胃・腹部 紫原中学校

12 水
胃・腹部
子宮・乳

ヘルスサポートセンター鹿児島
（午前のみ）　※女性のみ

胃・腹部 和田小学校
13 木 胃・腹部 荒田小学校
14 金 胃・腹部 西陵小学校

17 月
胃・腹部 ヘルスサポートセンター鹿児島
胃・腹部 星峯東小学校
子宮・乳 城南小学校（午前のみ）

18 火 子宮・乳 市民体育館（午前のみ）

19 水
胃・腹部
子宮・乳

ヘルスサポートセンター鹿児島
（午前のみ）　※女性のみ

胃・腹部 東桜島小学校
子宮・乳 田上小学校

20 木 胃・腹部 紫原小学校
子宮・乳 武小学校（午前のみ）

21 金
胃・腹部
子宮・乳

桜島地区保健センター
（子宮・乳は午後のみ）

子宮・乳 東桜島支所　※９時30分～10時
22 土 子宮・乳 県民総合保健センター
23 日 乳 中央保健センター（午前のみ）

24 月
胃・腹部 ヘルスサポートセンター鹿児島
胃・腹部 桜丘西小学校
子宮・乳 西陵中学校

25 火 子宮・乳 緑丘中学校（午前のみ）

26 水
胃・腹部
子宮・乳

ヘルスサポートセンター鹿児島
（女性のみ）

胃・腹部 伊敷台小学校
子宮・乳 宇宿小学校（午前のみ）

27 木 胃・腹部 武小学校
子宮・乳 紫原小学校

31 月
胃・腹部 ヘルスサポートセンター鹿児島
胃・腹部 宇宿小学校
子宮・乳 中央保健センター

◇受付時間　①胃・腹部　８時30分～９時30分　
　　　　　　②子宮・乳　８時30分～９時か13時～13時30分
料胃がん検診1000円、腹部超音波検診800円、子宮がん検診600円、
　乳がん検診（40歳代）1600円・（50歳以上）1100円
申がん検診専用ダイヤル214-5489（D保健予防課258-2392）

特定（長寿）健診・集団検診を受けましょう

１年に１回は
忘れずに集団
検診を受診し
ましょう

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


