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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


