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■イベント・講座
かごしま温泉健康プラザの
イベント
①体力測定
内筋力・敏

びん
捷
しょう
性
せい
などの測定・評

価と家庭でできる運動のアドバ
イス　期９月19日（土）10時～12
時　定20人程度　料無料（施設
使用料が必要）　申直接か電話
で氏名、年齢、電話番号をかご
しま温泉健康プラザへ
②川柳・薩摩狂句募集
◇テーマ…お祭り　対市内に住
むか通勤・通学する18歳以上の
人　申施設にある応募用紙に必
要事項を書いて、10月１日～21
日にかごしま温泉健康プラザへ
①②共　問かごしま温泉健康プ
ラザ252-8551（D252-8556）
マリンピア喜入グラウンド・
ゴルフ大会
内全チーム２ラウンド競技（８
ホール×２回）　期10月10日（土）
８時30分～13時（８時受け付け
開始）　定64チーム（１チーム５
人。超えたら抽選）　料１チー
ム4000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・年齢を９
月18日（必着）までに〒891-0203
喜入町6094-1マリンピア喜入
345-1117（D345-3412、{mari
npiak@po3.synapse.ne.jp）へ

申込用紙かはがき、ファクス、
Ｅメールで住所、氏名、年齢、
性別、電話番号、希望講座を９
月14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
吉田福祉センター教養講座
内陶芸教室「楽しい干

え と
支づく

り」　対市内に住む人　期10月
７日・14日・28日の水曜日10時
～12時（全３回）　定20人（超え
たら抽選）　料無料（教材費一部
負担あり）　申電話かファクス
で住所、氏名、年齢、電話番号
を９月25日までに吉田福祉セン
ター294-1825（D294-4701）へ
精神保健福祉ボランティア
養成講座
内精神障害者への理解を深める
ためのボランティア活動に関す
る講義や施設見学、体験学習な
ど　対市内に住む人　期10月８
日～11月５日の毎週木曜日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　申はがきか
ファクスで住所、氏名、年齢、
電話番号、受講の動機を９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
第32回市民健康まつり
内健康トークショーや健康相
談、展示、体験など　期10月４
日（日）10時～15時30分　所鹿児
島アリーナ　問市民健康まつり
実行委員会（市医師会事務局内）
226-3737（D225-6099）
成年後見相談会（無料）
内高齢者、障害者のための成年
後見制度（財産管理や福祉）に関
する相談　期10月３日（土）10時
～16時　所勤労者交流センター
（よかセンター）　問県司法書士
会256-0335（D250-0463）、公益
社団法人成年後見センター・リ
ーガルサポート鹿児島支部251-
5822（D250-0463）

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

脳活性チャレ
ンジ講座

植村健吾氏（伊敷病院院長）による
認知症予防の講話

９月10日（木）
14時～16時 市消費

生活セ
ンター

中央保健セ
ンター池田淳子氏（運動指導員）による講

話と実技など
９月17日（木）
14時～16時

肺がん予防教
室

山口昭彦氏（南風病院呼吸器内科主
任部長）と体験者による講話

９月15日（火）
14時～16時 西部保健センター

大腸がん予防
教室

西俣寿人氏（県民総合保健センター
所長）による講話

９月16日（水）
14時～15時30分 南部保健センター

胃がん予防教
室

島岡俊治氏（南風病院消化器内科部
長）による講話など

９月29日（火）
14時～16時 北部保健センター

肝臓がん予防
教室

小森園康二氏（南風病院肝臓内科主
任部長）による講話

９月30日（水）
14時～16時

市消費
生活セ
ンター

中央保健セ
ンター

１日レクリエーション参加者募集

道の駅喜入　喜
き
楽
らく
市
いち

期９月20日（日）
　10時～15時
問マリンピア喜入
　345-1117（D345-3412）

らららカルチャー後期講座
内フラダンス、太極拳、琴、洋
裁、三味線、日本舞踊、演歌カ
ラオケ、テニスなど　期10月～
来年３月　◇開催場所、定員、
料金は各講座で異なります
申スパランド裸

ら
・楽

ら
・良

ら
にある

ゆうあい館第３期身体障害者パソコン講座

高齢者福祉センター与次郎教養講座

コース名 期　日 時　間
肢体不自由者・内部障害
者（基礎）コース　★

10月19日～11月30日の毎週月曜
日（全６回）　※11月23日を除く 18時～20時

肢体不自由者・内部障害
者・聴覚障害者（応用）
コース

10月20日～12月１日の毎週火曜
日（全６回）　※11月３日を除く

13時30分～
15時30分

肢体不自由者・内部障害
者・聴覚障害者（基礎）
コース

10月22日～12月３日の毎週木曜
日（全６回）　※11月12日を除く 10時～12時

肢体不自由者・内部障害
者（応用）コース　★

10月23日～11月27日の毎週金曜
日（全６回） 10時～12時

内年賀状の作成
対市内に住み、身体障害者手帳を持つ18歳以上の人
　（★はサポートを必要としない聴覚障害者も対象）
定各６人（超えたら抽選）　料無料
申電話かファクスで９月13日～10月12日（水曜日を除く）に市心身障
害者総合福祉センター（ゆうあい館）252-7900（D253-5332）へ

講　座　名 期　日 時　間 定員

楽しい唱歌講座 10月１日～来年１月21日の
第１・３木曜日（全８回）

13時30分
～15時 30

はじめようペン習字講座 10月２日～来年２月19日の
第１・３金曜日（全10回）

10時～
11時30分 20

子どもと作れる折り紙
講座

10月６日～来年２月２日の
第１・３火曜日（全８回）

10時～
11時30分 20

ゆったりヨガ講座 10月７日～来年１月20日の
第１・３水曜日（全８回）

13時30分
～15時 30

いきいき体操・ダンス
講座

10月13日～来年１月26日の
第２・４火曜日（全８回）

10時～
11時30分 30

楽しい社交ダンス講座 10月14日～来年２月10日の
第２・４水曜日（全８回）

10時～
11時30分 36

◇休日を除く
対市内に住む65歳以上の人　◇定員を超えたら抽選
料無料（教材費などは実費負担）
申往復はがきかファクスで講座名、住所、氏名、年
齢、生年月日、性別、電話番号を９月14日（必着）
までに〒890-0062与次郎一丁目10-6高齢者福祉セ
ンター与次郎250-3311（D250-8011）へ

対　象 期　日 行き先 募集期間 申し込み先
① 知的障害
者（児）と
その家族

10月11日（日） 南薩方面
９月１日～
26日

市手をつなぐ育成会
264-8725（D同じ）

② 聴覚障害
者 10月18日（日） 霧島 ９月１日～

30日

市聴覚障害者協会
（D257-6422）か
市ろうあ者相談室
（D216-1275）

③ 視覚障害
者 11月１日（日） 内之浦方面

９月18日～
30日

市視覚障害者協会
248-7946

④ 肢体・内
部障害者 11月15日（日） 南薩方面

９月21日～
10月20日

市身体障害者福祉協
会253-9771
（D253-1426）

対市内に住み、②～④は身体障害者手帳を持つ人
料無料（昼食代は実費負担）
申募集期間中に①③④は電話で各申し込み先へ、②はファクスで行
事名、住所、氏名、ファクス番号、ろう者か難聴者かを申し込み
先へ
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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（免許証や
敬老パスなど）、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）
国保税の年金特別徴収の開始
◇昨年度65歳になった国保加入
者がいる世帯で、加入者全員が
65歳以上の世帯は、10月支払い
の年金から特別徴収（年金から
の支払い）が始まります　※金
額は納税通知書をご覧ください
問国民健康保険課216-1229
（D216-1200）
所得申告はお済みですか
◇国保加入者で所得がなかった
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
や扶養親族になっている人は不

■申請・お知らせ

要です　問国民健康保険課216-
1229（D216-1200）
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
申保険証を持って国民健康保険
課か各支所の国保担当窓口へ
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）
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　申保険証を
持って長寿支援課216-1268
（D224-1539）か各支所の福祉
課・保健福祉課へ
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）
後期高齢者医療保険料の
口座振替への変更
◇12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11日まで
に納付方法変更申出書の提出
を（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
する人や、申込書を提出済みの
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

　東桜島地区は昔から踊りが盛んで、多くの人が小さい頃から踊りに親し
んできました。グループとしての活動は、スタートしてから20年以上にな
ります。６人のメンバーで、毎週金曜日に東桜島集会所で練習し、その成
果を、敬老会や地域の夏祭りなどで披露しています。
　練習には、地域の皆さん
がよく遊びに来てくれま
す。みんなでお茶を飲みな
がら話をすることも活動の
魅力の一つです。
　これからも、健康に楽し
く活動を続け、後継者も育
てていきたいです。

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。

介護保険の補助
①福祉用具購入費
内指定の福祉用具販売事業所か
ら腰掛便座や入浴補助用具など
を購入したとき、１年につき10
万円を限度に購入費の８割か９
割を支給

②住宅改修費
内手すりの取り付けや段差の解
消などの工事を行ったとき、20
万円を限度に改修費の８割か９
割を支給（改修前に申請が必要）
①②共　対要介護か要支援認定
を受けている在宅の人　◇利用
者が全額負担した後、市が利用
者の負担割合に基づき８割か９
割を支給（申請により、利用者
が１割か２割を負担し、残りを
市が事業者に支給する方法も
あります）　問介護保険課216-
1280（D219-4559）
昨年度分の重度障害者市民福
祉手当の申請はお済みですか
対昨年10月１日現在、20歳以上
で本市に１年以上住む重度障害
者　◇申請期限…９月30日　
※今年度分は10月１日から受け
付け　◇その他の要件など詳し
くは障害福祉課216-1273（D216-
1274）か各支所の福祉課・保健
福祉課へ
高額障害福祉サービス等給付
費の支給
◇同一世帯に障害福祉サービス
を利用する人が複数いるとき
や、介護保険を併せて利用する
人がいるとき、補装具の購入や
修理に費用がかかったときに、
利用者負担が一定の額を超え
る部分を支給します　※申請
が必要　問障害福祉課216-1304
（D216-1274）か谷山福祉部福祉
課269-8472（D267-6555）、保健
予防課258-2351（D258-2392）
敬老パス・すこやか入浴
◇満70歳の
誕生日の２
週間前から
敬老パスを
交付します（利用は誕生日から）
※友愛タクシー券の交付を受け
ている人は入浴機能のみの敬老
パスを交付　◇必要なもの…顔
写真１枚（縦４㎝×横３㎝で３
カ月以内に撮影したもの）、印

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３期
◇国民健康保険税   第４期◇介 護 保 険 料　
納期は９月30日まで

⎫
⎬
⎭

鑑、身分証（保険証など）　※受
け取りは本人のみ　◇すこやか
入浴…70歳以上の人が敬老パス
か友愛パスを提示したとき、公
衆浴場組合に加盟している市内
の公衆浴場に100円で入浴でき
ます（回数制限あり）　問サンサ
ンコールかごしま099-808-3333
（D長寿支援課224-1539）
高齢者いきいきポイント推進
事業登録説明会
内高齢者の健康診査の受診や介
護保険施設など
でのボランティ
ア活動に対し、
交付金に転換で
きるポイントを
付与する制度に
参加するための登録説明会　
対市内に住む65歳以上で要支
援・要介護認定を受けていない
人　期①９月10日（木）14時～15
時、②９月11日（金）14時～15時
所①谷山支所、②かごしま市民
福祉プラザ　料無料　申不要　
◇介護保険証を持参　問市社会
福祉協議会ボランティアセン
ター221-6072（D221-6075）
老人介護手当
対本市に１年以上住み、要介護
３以上と認定された寝たきりか
重度認知症の65歳以上の在宅高
齢者を、同居などで６カ月以上
介護している人（ただし、被介
護者も本市に１年以上住み、在
宅でない期間が通算で31日を超
えないこと）　◇支給額…年額
９万円（被介護者が国の特別障
害者手当や経過的福祉手当を受
給しているときは年額４万5000
円）　◇先月号で市民税非課税
世帯であることが老人介護手
当・家族介護慰労金共通の条件
と掲載しましたが、老人介護手
当は課税状況による制限はあり
ません。また、申請は今月以降
も随時受け付けます　問長寿支
援課216-1267（D224-1539）

健　康 
・

 福　祉

いきいき　　
　　健やかに

東桜島公民館自主学習グループ　たんぽぽ会


