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かごしま温泉健康プラザ
温泉活用講話
内温泉利用指導者による目的別
入浴法の講話と実践　対市内に
住むか通勤・通学する18歳以上
の人　期３月２日（水）14時～15
時30分　定20人（先着順）　料無
料（施設使用料が必要）　申直接
か電話で２月13日からかごしま
温泉健康プラザ252-8551（D252-
8556）へ

第16回マリンピア喜入
いきいきウオーキング
◇コース…マリンピア喜入～グ
リーンファームを周回（約14㎞、
登りや下りの坂が多いコース）
対完歩できる人　期３月26日
（土）９時～12時30分（受け付け

は８時30分～）　定100人（超え
たら抽選）　料無料　申マリン
ピア喜入にある申込用紙かはが
き、ファクス、Ｅメールで住所、
氏名、年齢、性別、電話番号
を３月13日（必着）までに〒891-
0203喜入町6094-1マリンピア喜
入345-1117（D345-3412、{ma
rinpiak@po3.synapse.ne.jp）へ
郷土料理教室
月 日 曜 場所・問い合わせ先
２ 24 水 北部保健センター

３
1 火 東部保健センター
２ 水 中央保健センター
17 木 西部保健センター

◇時間…10時～13時30分
内そばじゅい（そば汁）、かきあ
げ、酢の物、いこもち　対市内
に住む人　定各20人（先着順）　
料600円程度（材料代）　◇かっ
ぽう着と三角巾は各自持参　
申電話で２月12日から受講希望
の保健センターへ
味めぐり料理教室
内食生活改善推進員による郷土

●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　

市温泉施設などの浴室使用料の改定・有料化（４月１日～）
市温泉施設などの浴室使用料を次のとおり改定します。改定理由などは７面をご覧ください。詳しくは市ホームページか各問い合わせ先へ

対象施設 浴室使用料の改定・有料化の内訳 現行 改定後 問い合わせ先

マリンピア喜入（八幡温泉保養館浴場）

喜入町6094-1
☎345-1117

一般 大人１人１回 300円 390円

健康総務課
216-1492

（D216-1242）

小人１人１回 120円 150円

回数券 大人11枚つづり１冊 3000円 3900円
小人11枚つづり１冊 1200円 1500円

１日利用券 大人１人 800円 1040円
小人１人 400円 500円

70歳以上 １人１回 無料 100円

スパランド裸
ら

・楽
ら

・良
ら

東俣町1450
☎245-7070

一般使用 大人１人１日 600円 690円
小人１人１日 300円 250円

部分使用 大人１人１日 400円 490円
小人１人１日 200円 150円

年間使用 １人 ５万3000円 ６万1000円

70歳以上 一般使用 １人１日 300円 390円
部分使用 １人１日 100円 190円

さくらじま白浜温泉センター

桜島白浜町1269
☎293-4126

一般 大人１人１回 300円 390円
小人１人１回 120円 150円

回数券 12枚つづり１冊 2900円 3800円
25枚つづり１冊 5700円 7400円

10人以上の団体 大人１人１回 200円 260円
小人１人１回 100円 130円

70歳以上 １人１回 無料 100円福祉浴場（60歳以上）

桜島マグマ温泉

桜島横山町1722-16
☎293-2323

一般 大人１人１回 300円 390円

観光振興課
216-1327

（D216-1320）

小人１人１回 120円 150円

１日入浴券 大人１人 700円 910円
小人１人 280円 350円

回数券 12枚つづり１冊 3000円 3900円
26枚つづり１冊 6000円 7800円

団体
10人以上
29人以下の団体

大人１人１回 250円 330円
小人１人１回 110円 140円

30人以上の団体 大人１人１回 230円 300円
小人１人１回 100円 130円

松元平野岡体育館温泉施設

上谷口町3400
☎278-5100

一般 大人１人１回 300円 390円

保健体育課
227-1950

（D227-1923）

小人１人１回 120円 150円

回数券 大人11枚つづり１冊 3000円 3900円
小人11枚つづり１冊 1200円 1500円

20人以上の団体 大人１人１回 250円 330円
小人１人１回 100円 130円

70歳以上 １人１回 無料 100円
高齢者福祉センター（与次郎、東桜島、
谷山、桜島、郡山、吉野）

浴室使用料 １人１回 無料 　100円

長寿支援課
216-1266

（D224-1539）喜入老人憩
いこい

の家
喜入中名町1000-22　☎345-0170
市社会福祉協議会の
福祉コミュニティセンター
祇園之洲町1-2　☎248-1200

福祉コミュニティ
センター248-1200
（D248-2211）

道の駅喜入　喜
き
楽
らく
市
いち

内 喜入地域の農作物や特産品
などの販売、「キイレンダ
ーと遊ぼうコーナー」など

期２月21日（日）10時～15時
問マリンピア喜入345-1117
　（D345-3412）

料理教室…①さつまあげ・かる
かん、②しゅんかん・よごし
（白和え）、③さつますもじ・き
びなごときらす（おから）のおつ
け（汁）など　対市内に住む人　
期①４月７日（木）、②５月12日
（木）、③６月２日（木）の10時～
13時30分（全３回）　所西部保健

センター　定20人（先着順）　
料１回600円程度　申電話で３
月８日から西部保健センターへ


