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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
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国民健康保険税の所得控除
◇昨年中に納付した国保税は所
得税控除の対象になります
◇申告には領収書など納付金額
の分かるものが必要です　◇１
月に送付した「納付済額のお知
らせ」をご利用ください　◇世
帯員ごとの納付額が必要なとき
は、納税連絡票（無料）を発行
します　問国民健康保険課216-
1230（D216-1200）
医療費の一部負担金の減免
◇被災や倒産・解雇などによる
失業（定年・自己都合による退職
は除く）、疾病・負傷などで申
請月の世帯収入が前年同月に比
べ７割以下に激減したとき、申
請月から３カ月間、医療費の自
己負担額が減免されることがあ
ります　問国民健康保険課216-
1228（D216-1200）
国民健康保険証の有効期限は
３月31日
◇新しい保険証は、３月下旬に
世帯主宛てに郵送します　◇簡
易書留郵便や窓口受け取り、送

■申請・お知らせ

付先の変更を希望する人は、保
険証を持って今月19日までに国
民健康保険課か各支所の国保担
当窓口へ　◇簡易書留郵便の希
望は、はがきか封書での申し込
みも受け付けます。住所（郵便
番号）、世帯主名、電話番号、
保険証の記号・番号、「保険証の
簡易書留郵便を希望」と書いて、
２月19日（必着）までに〒892-
8677山下町11-1国民健康保険課
へ　◇窓口での保険証の交付は
３月18日から　問国民健康保険
課216-1228（D216-1200）

高齢者いきいきポイント推進事
業転換交付金の申請受け付け
◇いきいき高
齢者の活動で
貯まったポイ
ントを交付金
に転換できま
す　◇必要書
類、印鑑、振
込先の通帳を
持って、市社会福祉協議会ボラ
ンティアセンターへ　◇詳しく
は１月に送付した通知をご覧く
ださい　◇申請期限…３月31日
問市社会福祉協議会ボランティ
アセンター221-6072（D221-
6075）、長寿支援課216-1186
（D224-1539）
老人介護手当・家族介護慰労金
の支給
①老人介護手当
対本市に１年以上住み、要介護
３以上と認定された寝たきりか
重度認知症の65歳以上の在宅高
齢者を、同居などで６カ月以上
介護している人（ただし、被介
護者も本市に１年以上住み、在
宅でない期間が通算で31日を超

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。

えないこと）　◇支給額…年額
９万円（被介護者が国の特別障
害者手当や経過的福祉手当を受
給しているときは年額４万5000
円）　◇申請期限…２月29日
②家族介護慰労金
対１年間継続して要介護４以上
と認定され、その間介護保険
のサービス（年間７日間以内の
ショートステイの利用を除く）
を利用しなかった65歳以上の高
齢者を介護している人　◇支給
額…年額10万円　◇申請は随時
受け付け　◇介護者、被介護者
ともに本市に住民登録があり、
市民税非課税世帯の人であるこ
とが必要　
①②共　問長寿支援課216-1267
（D224-1539）
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）　
◇開設場所は日によって異なり
ますので、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
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）
かわいがっている猫が近所に
迷惑を掛けていませんか？
◇屋内飼育に努め、専用のトイ
レを用意するなど、排せつのし
つけをしましょう　◇不妊去勢
手術を行い、適正な飼養数に努
めましょう　◇飼い猫が他人に
迷惑をかけたときは、飼い主の
責任として誠意を持って対応
しましょう　問生活衛生課258-
2335（D258-2392）
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）

ＣＫＤ（慢性腎臓病）啓発イベント
世界腎臓デーｉｎかごしま
内相談コーナ
ー、ＣＫＤク
イズなど　
期２月28日
（日）11時～15
時　所イオン
モール鹿児島
（東開町）　料無料　申不要　
問保健総務課258-2326（D258-
2392）
食品衛生研修会
対どなたでも　期３月４日（金）
13時20分～16時40分　所マリン
パレスかごしま　定150人程度
料無料　申電話で県薬剤師会
253-8935（D255-2850）へ

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８期
◇国民健康保険税   第９期◇介 護 保 険 料　
納期は２月29日まで

⎫
⎬
⎭

　お達者クラブとして活動を始めて14年目になりました。58人のメン
バーで月２回、宇宿中間福祉館や中間公民館に集まり、踊りや体操、
歌などさまざまな活動を行っています。
　保健師や運動普及推進員の皆さんに踊りを教わったり、ゲームをした
りすると盛り上がり、頭
の体操にもなっています。
　“相手のことを思いや
り、和やかで、笑顔の絶
えない” 生き方が目標で
す。健康で長生きして、
みんなで楽しく過ごせる
ようにこれからも活動を
続けていきます。
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お達者クラブ
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■講座・イベント


