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はつらつ元気づくり教室
◇いつまでも
元気で自分ら
しい生活を続
けるため、運
動を習慣づけませんか　◇長寿
あんしん相談センターの職員と
介護予防プランを作成し、３カ
月間の筋力トレーニングなどの
教室に参加します　対要支援・
要介護認定を受けていない65歳
以上の人で、元気づくり高齢者
に該当した人　問長寿支援課
216-1186（D224-1539）
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
に住むか通勤する人　期１月24
日（日）10時～11時30分　所精神
保健福祉交流センター　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
認知症等見守りメイト養成講座
内認知症の人の見守りボラン
ティアを行うための講義や施設
実習など　対市内でボランティ
ア活動ができる人

コース
１日目
（10時～
16時30分）

２日目
（９時30分～
12時30分）

①平日 ２月３日（水）２月10日（水）
②土曜 ２月６日（土）２月13日（土）
◇１日目と２日目の間に半日の
施設実習があります　所①市民
福祉プラザ、②市教育総合セン
ター　料無料　申電話かファク
スで２月１日までに長寿支援課
216-1186（D224-1539）へ
第７回スパランド裸

ら

・楽
ら

・良
ら

ニュースポーツ大会
内グラウンド・ゴルフやスカッ
トボールなど　期１月24日（日）
９時30分～13時（受け付けは９
時～）　定 64人（超えたら抽選）

料 800円（昼食代・保険料込み）
申直接かはがき、ファクス、Ｅ
メールで住所、氏名、年齢、
生年月日、電話番号を１月15
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

かごしま温泉健康プラザの
イベント
①体力測定
対市内に住むか通勤・通学する
18歳以上の人　期１月30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１月13日から氏名、年
齢、電話番号をかごしま温泉健
康プラザへ
②川柳・薩摩狂句コンテスト
◇テーマ…今年の抱負　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、２月21日ま
で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）
さくらじま白浜温泉センター
パッチワーク教室（小物作り）
対市内に住む人　期１月27日
（水）13時30分～15時30分　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
高齢者福祉センター郡山
ふれあい教室
内①菓子づくり、②野菜づくり
（いずれも２回開催）　対市内に
住む65歳以上の人　料無料（教
材費などは実費負担）　◇日時
など詳しくは高齢者福祉センタ
ー郡山298-2278（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

分譲マンションアドバイザー
派遣
内マンションの適正な維持管理
や改修・建て替えを支援するア
ドバイザーの派遣　対市内の分
譲マンションの管理組合など　
料無料　◇利用条件など詳しく
は建築指導課216-1358（D216-
1389）へ 
アスベストの分析調査費の補助
内建築物の吹き付けアスベスト
の分析調査　◇補助額…全額
（限度額25万円）　◇事前に相談
を　問建築指導課216-1358
（D216-1389）
青年・女性会館の利用と
青年教養セミナー開設説明会
①青年・女性会館の利用
対市内に住むか通勤・通学す
る青年（15歳～おおむね40歳ま
で）・女性（15歳以上）10人以上
の社会教育関係団体
②青年教養セミナー
対市内に住むか通勤・通学する
青年（15歳からおおむね40歳ま
で）10人以上の社会教育関係団
体（年10回以上活動）
①②共（説明会）　期２月２日
（火）19時～　所市教育総合セン

ター　◇新たに利用を希望する
団体は１月20日までに青少年課
227-1971（D227-1923）へ
犯罪被害者などの人権問題
◇犯罪被害者やその家族は直接
的な被害だけでなく、事件によ
る精神的ショック、経済的困
窮、捜査や裁判の精神的負担、
周囲の無責任なうわさや中傷、
マスコミの過剰な報道によるス
トレスなどの被害も受けていま
す　◇犯罪被害者やその家族が
社会で平穏な生活を送るために
は、一人一人の正しい理解と思
いやりが必要です　問人権啓発
室216-1232（D216-1207）

人権同和問題県民のつどい
内人権作文の朗読、鈴木共子氏
（ＮＰＯ法人いのちのミュージ
アム代表理事）の講演など
期２月４日（木）13時30分～16時
10分　所市民文化ホール　料無
料　申不要　問県人権同和対策
課286-2574
市結婚相談所をご利用ください
対市内に住むか通勤する独身の
人　◇必要なもの…１人で写っ
たポーズの異なる写真３枚（２
カ月以内に撮影したもの）、本
人確認ができるもの（運転免許
証、健康保険証など）　料無料　
問市結婚相談所（中央公民館内）
222-3467
ストーブは正しく取り扱いま
しょう
◇使用時の注意…
給油するときや寝
るときは必ず火を
消す、近くに燃え
やすいものやエアゾール缶など
を置かない　問消防局予防課
222-0970（D227-4119）

暮らしの
ガイド

身近な暮らしの
情報満載！

展示期間 西別館１階 みなと大通り別館２階

１月４日（月）～８日（金）写真で振り返る市政2015年 世界文化遺産登録記念
異人館モザイクアート１月12日（火）～15日（金）ナイショット会

１月18日（月）～22日（金） ―

１月25日（月）～29日（金）桜島大根写真パネル「種まきから収穫まで」
平成27年度明るい選挙啓
発ポスター、作文、標語
コンクール作品展示会

２月１日（月）～５日（金）平成28年鴨池公民館新春書き初め大会

２月８日（月）～12日（金）華道新池坊鹿児島支部「春を呼ぶミニ華展」
問サンサンコールかごしま099-808-3333

市民ギャラリー

◇夜間、黒っぽい色の服装は車の運転手から見えづらくなります
◇外出するときは夜光反射材
を身に着け、白や黄色など
の明るい色の服を着用する
ことで交通事故防止につな
がります

問安心安全課216-1209
　（D226-0748）

夜間の外出時は夜光反射材の活用を

道の駅喜入　喜
き
楽
らく
市
いち

期１月17日（日）
  10時～15時
問マリンピア喜入
　345-1117（D345-3412）

夜間歩行者の見える距離（上向きライト時）

約50m
白っぽい服装

約120m
反射材着用

約30m
黒っぽい服装

一人じゃない かならずあるよ やさしい手

2016年（平成28年）１月号健康・福祉19 かごしま市民のひろば
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臨時福祉給付金の申請期限は
１月29日（必着）です
◇支給対象者…平成27年度分の
住民税が非課税の人　◇支給額
…１人につき6000円　◇まだ申
請していない人は至急申請して
ください　◇期限までに申請が
ないときは受給を辞退したもの
とみなされますのでご注意くだ
さい　◇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
国民健康保険に関するお知らせ
①出産育児一時金
◇国保加入者が出産したとき、
世帯主に出産育児一時金を支給
します　◇国保への加入が６カ
月未満で、加入前に１年以上継
続して社会保険の被保険者だっ
た人が出産したときは、加入し
ていた社会保険から支給されま

■申請・お知らせ

す　◇申請期間…出産の翌日か
ら２年以内　◇直接支払制度や
受取代理制度（医療機関が世帯
主に代わり申請して受け取る制
度）を利用するときは、出産予
定の医療機関にお尋ねください
②葬祭費の支給
◇国保加入者が亡くなったと
き、喪主に葬祭費を支給します
◇社会保険の被保険者が資格喪
失後３カ月以内に亡くなったと
きなどは、以前加入していた社
会保険から支給されることがあ
ります　◇申請期間…葬儀の翌
日から２年以内
①②共　申国民健康保険課、各
支所の国保担当窓口　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）
「かかりつけ医」を持ちましょう
◇医療機関のかけ持ちをせず、
時間外や休日受診はなるべく避
けましょう　◇適度な運動やバ
ランスのとれた食生活を心掛け、
特定健診・がん検診などを受診
しましょう　◇かかりつけ医の
紹介状なしに大病院で受診する
と、治療費が加算されるときが
あります　◇かかりつけ医の選
び方…①自宅から近く通院でき
る開業医など、②治療方法など
詳しく説明してくれる医師、③
高度な医療が必要なときは専門
医などを紹介してくれる医師
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。

後期高齢者医療保険料の
口座振替への変更
◇４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15日まで

に納付方法変更申出書の提出を
◇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）か各支所の福祉
課・保健福祉課へ
平成27年度市民福祉手当
（重度障害者手当）の申請
対昨年10月１日（20歳未満の人
は昨年４月１日）現在で本市に
１年以上住み、身体障害者・精
神障害者手帳１・２級や療育手
帳Ａ1・Ａ2・Ｂ1を持ち、今年
度申請をしていない人（特別障
害者手当などの受給者や一部の
福祉施設入所者などを除く）
期20歳未満の人は３月31日ま
で、20歳以上の人は９月30日ま
で　申手帳、申請者名義の通
帳、印鑑を持って障害福祉課
216-1273（D216-1274）か各支所
の福祉課・保健福祉課へ
福祉有償運送の申請受け付け
◇自家用車を使って、障害のあ
る人などを有償で病院などに送
迎する事業を行うには、市が設
置する福祉有償運送運営協議会
で協議後、運輸支局へ申請し登
録を受ける必要があります
対社会福祉法人、ＮＰＯなどの
法人　◇受付期間…１月８日
（金）～15日（金）　◇車両…福祉
車両やセダンなどの一般車両　
※事業者、車両などには条件
があります　問障害福祉課216-
1273（D216-1274）
はたちの献血キャンペーン
◇新成人を迎える皆さんの、献
血へのご理解とご協力をお願い
します　◇献血場所…献血プラ
ザかもいけクロス（鴨池新町）
257-3141、献血ルーム・天文館
（東千石町）222-6511　問生活衛
生課258-2329（D258-2392）

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７期
◇国民健康保険税   第８期◇介 護 保 険 料　
納期は２月１日まで

⎫
⎬
⎭

　アンスリウムとは、ハートのようなユニークな形をした花の名前です。約
２年前から同好会として活動を始め、今年の５月からは公民館講座でフラダ
ンスを学びました。講座が終わってからは自主学習グループとなり、現在26
人のメンバーで月２回活動しています。
　ゼロからのスタートの人が
ほとんどですが、互いに教え
合い、いつも和気あいあいと
した雰囲気です。フラダンス
はみんなでゆったり踊るのが
楽しく、曲にも癒やされます。
　いくつになっても、みんな
で仲良く続けていきたいと思
います。

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の
無料貸し出し
◇迅速な救
命活動のた
め、市内で
の行事を主
催する団体などにＡＥＤを貸し
出しています　問生活衛生課
258-2329（D258-2392）
インフルエンザを予防
しましょう
◇予防方法…こま
めな手洗い・うが
い、人混みを避け
る、規則正しい生
活やバランスのと
れた食生活、マスクの着用など
で咳

せき
エチケットを守る　問保健

予防課258-2358（D258-2392）
ケアハウスを利用しませんか
対60歳以上で自炊できない程度
の身体機能の低下が認められ、
独立して生活するには不安な人
◇入居時に預り金や前年の収入
に応じた利用料（毎月８～21万
円程度）を負担
ケアハウス名 問い合わせ先

優和の里（吉野町） 243-0565
旭ケ丘園（平川町） 262-2222
桜の苑

その
（下福元町） 284-6383

夾
きょう
竹
ちく
灯
とう
（山田町） 264-6715

ライフイン鴨池
（下荒田四丁目） 213-5222

クレール下荒田
（下荒田二丁目） 255-5521

ケアハウス西陵
（西陵一丁目） 282-4373

寿楽苑（下田町） 248-5151
ケアハウス出会い
坂（草牟田一丁目） 223-3138

シルバーフラット
武岡台（小野町） 283-6870

大原の里（本名町） 294-2510
サンファミリーきい
れ（喜入前之浜町） 343-1885

ケアハウス照国
（照国町） 226-3141

ケアハウスしゅう
ゆう（山田町） 275-9881

にじの郷
さと
小松原

（小松原一丁目） 210-5130

健　康 
・

 福　祉

いきいき　　
　　健やかに

吉田公民館自主学習グループ　アンスリウム吉田

カクニンジャ


