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はーと・ぱーくの講座
① パソコン教室（エクセル初心
者向け講座）
対市内に住
む精神障害
の あ る 人
で、ワード
の入力ができる人　※証明（手
帳や診察券など）が必要　期来
年１月９日～30日の毎週土曜日
10時～12時（全４回）　定５人　
料540円　◇申込期限…12月16
日
② まちかど交流講座（クッキン
グ）
内「なんちゃってメロンパン」
クリスマスバージョン　対市内
に住む人　期12月19日（土）10時
～13時　定10人　料500円　◇申
込期限…12月11日
①②共　所精神保健福祉交流セ

石綿（アスベスト）による健康
被害の救済制度があります
◇労災保険法などで補償されな
い、石綿による①中皮腫、②肺
がん、③著しい呼吸機能障害を
伴う石

いし
綿
わた
肺
はい
、④著しい呼吸機能

障害を伴うびまん性胸
きょう
膜
まく
肥
ひ
厚
こう
を

発症している人と、石綿健康被
害救済法の施行前にこれらの疾
病で亡くなった人の遺族に、医
療費などが支給されます　問環
境再生保全機構0120-389-931
（D044-520-2193）

ンター（はーと・ぱーく）　◇定
員を超えたら抽選　申往復はが
きに講座名、住所、氏名、電
話番号、②はアレルギーを書
いて、各申込期限（必着）まで
に〒890-0063鴨池二丁目22-18
精神保健福祉交流センター214-
3352（D206-8571）へ
第３回高齢者のための水泳教室
対市内に住む
60歳以上の人
期来年１月13
日～29日の毎
週水・金曜日
14時～15時（全６回）　所鴨池公
園水泳プール　定30人（超えた
ら抽選）　料保険料300円　申往
復はがきに住所、氏名、年齢、
電話番号を書いて、12月17日（必
着）までに〒890-0063鴨池二丁
目31-3㈱スイムシティ鹿児島
251-1288（D808-0021）へ
脳活性チャレンジ講座
① 認知症予防について～関わり
方と運動の実技～
◇講師…高岡綾子氏（運動指導
員）　期12月22日（火）14時～16
時
② 今日から始める認知症予防と
周囲のサポート
◇講師…黒野明

あ
日
す
嗣
つぐ
氏（介護老

人保健施設「愛と結の街」施設
長）　期12月24日（木）14時～15
時30分
①②共　対市内に住む人　所市
教育総合センター　定なし
料無料　申不要　問東部保健セ
ンター
パッチワーク教室（小物作り）
対市内に住む人　期12月23日
（祝）13時30分～15時30分　所さ
くらじま白浜温泉センター
定10人程度　料無料　◇裁縫道
具は各自持参　申電話かファク
スで住所、氏名、年齢、電話番
号をさくらじま白浜温泉センタ
ー293-4126（D同じ）へ

●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　

■講座・イベント
道の駅喜入　喜

き
楽
らく
市
いち

内 喜入地域の
農産物や特
産品などの
販売、キイ
レンダーと
餅つき大会（12時～）など
期12月20日（日）10時～15時
問マリンピア喜入
　345-1117（D345-3412）

ＨＩＶ感染者・ハンセン病患者
などの人権問題
◇ＨＩＶ感染症やハンセン病な
どの感染症は、誤った知識や理
解不足から、患者に対する偏見
や差別意識が生まれ、社会生活
のさまざまな場面で人権問題が
生じています　◇ＨＩＶ感染症
は感染力が弱く、正しい知識を
持って生活を送る限り感染を恐
れることはありません　◇感染
症に対する正しい知識と理解を
深めましょう　問人権啓発室
216-1232（D216-1207）

12月10日～16日は
北朝鮮人権侵害問題啓発週間
◇拉致問題の解決を願い、北朝
鮮当局による人権侵害問題を自
分たちの問題として捉え、理解
と認識を深めましょう　問地域
福祉課216-1244（D223-3413）
いっしょに考え、語りたい
まちづくり　市政出前トーク
◇市政出前トークでは130の
テーマを用意しています。市職
員が地域に出向き、市政を分か
りやすく伝え、皆さんの意見な
どを伺いながら、一緒にまちづ
くりを考えていきます　申直接
か郵送、ファクス、Ｅメールで

市民協働課、各支所、各地域公
民館や市ホームページにある申
込書を実施希望日の２週間前ま
でに〒892-8677山下町11-1市民
協働課216-1204（D216-1207、
{shi-kyo@city.kagoshima.
lg.jp）へ
12月１日～30日は年末防火運動
◇年末は慌ただしく、火を扱う
機会も多くなります　◇“うっ
かり”で火災にならないよう気
を付けて、明るいお正月を迎え
ましょう　問消防局予防課222-
0970（D227-4119）
119番の適正利用にご協力を
◇119番は緊急
通報専用の電話
番号です　◇い
たずらや問い合わせなどで119
番を利用すると、消防車、救急
車が必要な人からの通報の支障
となりますので、適正利用にご
協力ください　◇電話番号を間
違えたときは、無言で切らずに
間違いであることをお伝えくだ
さい　問消防局情報管理課222-
0119（D225-8119）
正月用門松カードのあっせん
期12月28日（月）
まで　◇販売
場所…生産流通
課、各農林事務
所（伊敷、吉野
を除く）　料15円（２枚１組）
問市緑化推進委員会（生産流通
課内）216-1340（D216-1336）
秋の草花を差し上げます
◇交差点や公園内に植え付けて
あるサルビア、マリーゴールドな
どの秋の草花の一部を、12月中
旬の植え替え作業中に差し上げ
ます　◇作業の日
程など詳しくは公
園緑化課216-1368
（D216-1352）へ

暮らしの
ガイド

身近な暮らしの
情報満載！

展示期間 テーマ 場　所

12月７日（月）～25日（金） 第４回鹿児島市景観写真
コンテスト受賞作品展

みなと大通り
別館２階

12月14日（月）～18日（金） 吉野写友会
西別館１階

12月21日（月）～１月８日（金）写真で振り返る市政2015年
問サンサンコールかごしま099-808-3333

市民ギャラリー

◇政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることや、有権者が政治家
に寄付や贈り物を求めることは公職選挙法で禁止されています

■禁止されていること
◇秘書などが代理で出席するときの結婚祝・葬儀の香典
◇地域の運動会・スポーツ大会への飲食物などの差し入れ
◇お祭りへの寄付・差し入れ
◇町内会の集会・旅行などの催し物への寸志・飲食物の差し入れ
◇落成式・開店祝などの花輪　◇病気見舞い　◇歳暮・年賀　　
◇入学祝・卒業祝　◇葬儀の花輪・供花
問市選挙管理委員会事務局216-1470(D216-1472)

三ない運動を徹底しましょう
～贈らない、求めない、受け取らない～

さかせよう　えがおのはなと　おもいやり
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介護保険料の減免
◇失業などで収入が減り、保険
料の納付が困難と認められる人
は、申請により保険料の減免か
徴収猶予を受けることができま
す　問介護保険課216-1279
（D219-4559）
国民健康保険の給付を受け
られます
◇どのようなとき…①やむを得
ない事情で保険証を持たずに自
費で医療機関を受診したとき、
②治療のために補装具などを
作ったとき、③９歳未満の弱視
の小児に治療用眼鏡などを作っ
たとき、④悪性腫瘍術後の四肢
のリンパ浮腫の治療のために治
療用弾性着衣などを購入したと
き、⑤海外渡航中に治療を受け
たとき（治療目的の出国は対象外）
◇必要なもの…国民健康保険の
保険証、世帯主の印鑑、通帳、
領収書など　※医師の証明書な
どが必要なときがあります　
◇給付の内容…いったん治療費
の全額を支払った後、国保に申

■申請・お知らせ

請すると、費用額のうち被保険
者の自己負担額（費用額の１～３
割）を控除した額を払い戻します
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）
国民健康保険加入者の入院時の
食事療養費
◇食事療養費（１食当たり）

区　分 自己負担額
市民税課税世帯 260円
市
民
税
非
課
税
世
帯

入院
（90日まで） 210円

入院
（91日以降） 160円

所得が一定基
準に満たない
世帯☆　    

100円

☆は世帯主と国保加入者の各収
入金額から必要経費・控除額を
差し引いた所得が０円となる世
帯で70歳以上の人　◇市民税非
課税世帯の人は国保窓口で、国
保標準負担額減額認定証か国保
限度額適用・標準負担額減額認
定証の交付を受け、医療機関へ
提出してください　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）

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。

福祉機器をリサイクル
しましょう
◇不要になった
福祉機器をご提
供ください　
◇対象機器…特
殊寝台、エアーパッド、車椅子、
歩行補助用具（歩行器・手押車・
杖）　※使用可能なものに限る
◇市内に住み、障害・高齢・疾
病などのため機器が必要な人
は、希望する機器を登録してく
ださい　◇機器は提供者に保管
していただき、随時あっせんし

ます　※運搬費などは譲り受け
を希望する人の負担　問心身障
害者総合福祉センター（ゆうあ
い館）252-7900（D253-5332）
相談はお気軽に
障害者基幹相談支援センター・
虐待防止センター
◇身体・知的・精神・発達障害
を対象に、総合的な相談を受け
付けています　◇専門の相談員
が情報提供や助言を行いますの
で、お気軽にご相談ください　
◇障害者の虐待に関する相談も
受け付けます　◇相談時間…10
時～18時（水・日曜日、休日・
年末年始を除く）　所かごしま
市民福祉プラザ３階　料無料　
問障害者基幹相談支援センター
226-1200、障害者虐待防止セン
ター226-1216（D共通226-1144）
市民のひろば・市議会だよりの
点字版・音声（ＣＤ・テープ）版
を発行しています

◇配布を希望する人は、「かご
しま市民のひろば」は広報課
216-1133（D216-1134）、「か ご
しま市議会だより」は政務調査
課216-1454（D216-1452）へ
高齢者いきいきポイント推進
事業に参加しませんか
◇健康診査の
受診、介護保
険施設などで
の高齢者の話
し相手や食事
の配膳補助な
ど、高齢者が
行うボラン
ティア活動に対しポイントを付
与し、たまったポイントを交付
金に転換できる、高齢者いきい

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６期
◇国民健康保険税   第７期◇介 護 保 険 料　
納期は12月28日まで

⎫
⎬
⎭

　喜入地域を中心に踊りが好きな人が集まり、５年ほど前から自主学習グ
ループとして活動しています。月に２回、18人のメンバーで、民謡や舞踊を
楽しんでいます。
　体を動かすとストレス解消になり、元気も出ます。活動は和気あいあい
とした雰囲気で、毎日でも踊
りたいぐらい楽しいです。毎
年恒例の公民館文化祭のほか
に、福祉施設への慰問などで
も踊りを披露しています。
　これからも、健康のために、
そして踊りを見てくれる人の
ために、活動を続けていきた
いです。

きポイント推進事業を実施して
います　◇参加者からは「ボラ
ンティア活動が楽しく、生活に
はりが出ました」、受け入れ施
設からは「ボランティアに来て
いただいて、利用者の笑顔が増
えました」などの声が寄せられ
ています　◇ぜひ、事業に参加
してボランティア活動を始めて
みませんか　◇参加登録は市社
会福祉協議会ボランティアセン
ターで随時受け付けています　
問市社会福祉協議会ボランティ
アセンター221-6072 （D221-
6075）
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）
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

健　康 
・

 福　祉

いきいき　　
　　健やかに

喜入公民館自主学習グループ　愛
あい

幸
こう

会
かい


