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かごしま温泉健康プラザの
イベント
①転倒予防教室
内水中運動での筋力アップ法や
家庭でできる体操など　期11月
21日（土）14時～15時30分　定20
人（先着順）
② 健康相談会（ストレッチポー
ルエクササイズ）
期12月５日（土）の10時30分～11
時、11時10分～11時40分　定各
10人（先着順）
①②共　対市内に住むか通勤・
通学する18歳以上の人　料無料
（施設使用料が必要）　申直接か
電話で11月13日からかごしま温
泉健康プラザ252-8551（D252-
8556）へ

第22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12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19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26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１人50円（保険料）　申不
要（当日現地に集合）
スパランド裸

ら
・楽

ら
・良

ら
のイベント

①いきいきウオーキング
内スパランド裸・楽・良～郡山
地域周回（約７㎞と約13㎞）の２
コース　対完歩できる人　期11
月29日（日）９時15分～12時30分
（受け付けは８時45分～）　
定200人（超えたら抽選）　料500
円（入浴・保険・記念品代込み）
◇申込期限…11月20日（必着）
②らくらく健康・運動ストレッチ
対　象 内　容

A中高年向け
（おおむね
65歳以上）

腰痛、膝痛などの
改善と予防運動

B一般向け
（16歳以上）

筋力をつける運
動、バランスボー
ル運動など

期12月13日（日）のAは10時～11
時（受け付けは９時45分～）、
Bは11時30分～12時30分（受け
付けは11時15分～）　定各25人
（超えたら抽選）　料無料　◇申

ゆうあい館 第４期身体障害者パソコン講座

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　

内文書作成、表計算、パソコンへの画像の取り込み方法など
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11月13日～12月７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

対市内に住む人　定①②④なし、③30人程度、⑤70人程度　料無料
申①②④不要、③は直接か電話で11月28日までに精神保健福祉交流
センター214-3352（D206-8571）へ、⑤は電話で12月16日までに保
健予防課258-2341（D258-2392）へ

コース名 期　日 時　間
肢体不自由者・内部障害者デジ
カメコース ★ 12月14日～来年１月25日の

毎週月曜日（全６回）
※１月11日を除く

14時30分～
16時30分

肢体不自由者・内部障害者・聴
覚障害者ワード基礎コース 18時～20時

肢体不自由者・内部障害者ワー
ド応用コース ★ 12月15日～来年１月26日の

毎週火曜日（全６回）
※12月29日を除く

10時～12時

肢体不自由者・内部障害者・聴
覚障害者エクセル基礎コース 13時～15時

教室・講座 内容など 日　時 場　所 問い合わせ先

①糖尿病予
防講演会

橋口裕氏（鹿児島大学病院糖尿病・
内分泌内科助教）と川口洋二氏（県
糖尿病協会栄養部会日本糖尿病療
養指導士）、高岡綾子氏（鹿児島大
学非常勤講師）による講話

11月10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ひざ痛・
腰痛予防
教室

油木田啓介氏（油木田整形外科ク
リニック院長）と小牟禮幸大氏（同
理学療法士）による講話

11月18日（水）
14時～16時 南部保健センター

中村宏志氏（なかむら整形外科ク
リニック院長）と山下真司氏（同理
学療法士）による講話と実技

12月１日（火）
13時30分～
15時30分

西部保健センター

③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30日（月）
13時30分～
15時30分

精神保健福祉交流セ
ンター（はーと・ぱー
く）

④脳活性チ
ャレンジ
講座

原田信哉氏（花野クリニック院長）
による講話

12月２日（水）
13時30分～
15時30分 北部保健センター

中村美奈子氏（運動指導員）による
講話と実技など

12月９日（水）
14時～16時

⑤食育教室
坂下加代子氏（管理栄養士）による
高齢期の食生活と食事づくりに関
する講話

12月18日（金）
10時～11時
30分

かごしま
市民福祉
プラザ

保健予防課

■講座・イベント 込期限…12月５日（必着）
①②共　◇申し込みなど詳し
くはスパランド裸・楽・良245-
7070（D245-7088、{info@spa-
rarara.com）へ
知的障害者スポーツ記録会
①ボウリング
期12月２日（水）14時～　所サン
ライトボウル（東郡元町）
②陸上・フライングディスク
期12月５日（土）13時15分～　
所吉田運動公園
③水泳
期12月16日（水）13時～　所ハー
トピアかごしま
④卓球
期来年１月13日（水）13時～　
所ハートピアかごしま
①～④共　対市内に住む13歳以
上の療育手帳を持つ人　料無料
（①は実費負担あり）　申11月
12日までにディライト238-0529
（D238-0669）か障害福祉課216-
1272（D216-1274）、
各支所の福祉課・
保健福祉課へ

難病医療講演会・療養相談会
演　題 講　師 日　時 申込期限

ベーチェット病の病
態と最近の治療法

秋元正樹氏（鹿児島大学病院
血液・膠

こうげん

原病内科診療講師）
11月16日（月）
13時30分～
16時30分

11月12日

サルコイドーシスの
診断と治療

寒
さむかわ

川卓哉氏（鹿児島大学病院
呼吸器内科助教）

11月27日（金）
13時30分～
16時30分

11月24日

原発性胆汁性肝硬変
について

今村也
や

寸
す

志
し

氏（鹿児島厚生連
病院総合内科部長）

12月９日（水）
13時30分～
16時30分

12月４日

対難病患者とその家族　所市消費生活センター　
定各80人程度　料無料
申ファクスか電話で演題、住所、氏名、電話番号を各申込期限まで
に保健予防課258-2351（D258-2392）へ

健康づくり月間イベント

内活動発表・展示、体脂肪測定、胸部レントゲン
検診（いきいき受診券が必要）など　※実施時
間は各保健センターによって異なります

対市内に住む人　定なし　申不要

イベント名 日　時 場所 問い合わせ先

第27回東部健康づくり交流会 11月13日（金）10時～15時30分 中央公民館
東部保健セ
ンター

第29回谷山健康まつり 11月16日（月）10時～15時30分 南部保健センター
第16回西部かがやき健康祭 11月17日（火）10時～15時30分 西部保健センター
第26回中央ふれあい健康展 11月20日（金）10時～15時 中央保健センター

道の駅喜入　喜
き
楽
らく
市
いち

期11月15日（日）
　10時～15時
問マリンピア喜入
　345-1117（D345-3412）

かごしま温泉健康プラザ
臨時休館のお知らせ

期11月10日（火）～17日（火）
◇施設整備のため
◇10日と17日は通常の休館日
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臨時福祉給付金　お早めに申請を
◇対象と思われ
る人には申請書
などを送付して
います　◇支給
額…対象者１人
につき6000円　
◇支給決定者には、順次指定口
座へ振り込んでいます　◇原則
口座振込となりますが、金融機
関の口座がない人に限り、11月
２日から窓口での現金支給も行
います　◇資格審査のため、そ
の場で現金支給を受けられない
ことがありますので、あらかじ
め郵送申請を　◇詳しくは給付
金専用ダイヤル803-6980（D健康
総務課216-1242）へ　◇個人情報
を伴う問い合わせは、本人確認
書類を持って、直接本庁か各支
所の窓口へ
国保加入者の高額療養費の申請
◇同一の月に医療機関などに支
払った一部負担金（保険診療分）
が限度額を超えたとき、その差

■申請・お知らせ

額を申請により高額療養費とし
て支給します　◇申請期限…療
養月の翌月から２年　◇必要な
もの…保険証、医療機関などの
領収書か支払証明書、通帳、世
帯主の印鑑　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）
第三者行為による傷病届
◇交通事故や傷害、犬のかみつ
きなどでけがをしたとき、治療
費は加害者が負担するのが原則
です　◇保険証を使って治療を
受けるときは必ず「第三者行為
による傷病届」の提出を　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216-1268
（D224-1539）

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。

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13日ま
でに手続きを　◇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
外の口座の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
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提供をする
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）
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）
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27年度市登録通訳者募集
◇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月下旬～２月
初旬（後日、応募者へ直接連絡）
所市手話通訳者・要約筆記者
派遣運営協議会（市役所みなと
大通り別館３階）　申はがきか
ファクスで住所、氏名、年齢、
電話番号を12月18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
ノロウイルス食中毒に注意
◇ノロウイルスによる嘔

おう
吐
と
・下

痢症は特に秋から冬にかけて多
発します　◇石けんでしっかり
手を洗いましょう　◇食品は中
心部までしっかり加熱（85 ～90

カクニンジャ

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５期
◇国民健康保険税   第６期◇介 護 保 険 料　
納期は11月30日まで

⎫
⎬
⎭

ペットの飼い主の皆さんへ
◇飼い犬には鑑

かんさつ
札、狂犬病予防

注射済票をつけることが義務付
けられています　◇ペットには
飼い主の名前・連絡先が分かる
よう迷子札などをつけましょう
問生活衛生課258-2335（D258-
2392）
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①11月12日（木）14時～15
時、②11月13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）

期11月29日（日）13時～16時　
所中央保健センター　料無料
申不要　◇匿名

休日のエイズ検査

　平成16年に高齢者福祉センター谷山の教養講座を受けていたメンバーを
中心に自主講座としての活動を始め、10年目を迎えました。月に３回、65
～89歳の45人が集まり、マイペースで楽しむことを大切にしている内悦子
先生の指導の下、音楽に合わせたリズム体操などを行っています。
　みんなで体操をするとと
ても爽やかな気持ちにな
り、充実感があります。ま
た、休憩時間におしゃべり
をすることも楽しみで、良
い刺激になっています。
　これからも楽しく、そし
て健康のために活動を続け
ていきたいです。

℃で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）
12月１日は世界エイズデー
◇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、
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
ムページへ　問保健予防課258-
2358（D258-2392）

健　康 
・

 福　祉

いきいき　　
　　健やかに

高齢者福祉センター谷山自主講座　活
い
き活

い
き体操クラブ


