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食べ切りでごみを減らそう！
◇おいしい料理も残してしまえ
ば「ごみ」になります　◇食べ
残しゼロで、楽しく、エコな飲
食をしましょう　問リサイクル
推進課216-1290（D216-1292）

お気軽にお越しください
ランチタイムコンサート
期毎週金曜日12時20分～12時50
分　所市役所みなと大通り別館
１階市民アート
ギャラリー
問サンサンコー
ルかごしま099-
808-3333
性同一性障害に正しい理解を
◇性同一性障害とは、生物学的
な性（からだの性）と性の自己意
識（こころの性）が一致しないた
め、社会生活に支障がある状態
を言います　◇現在は、一定の
条件の下、性別の取り扱いの
変更の審判を受けることがで
きます　問人権啓発室216-1232
（D216-1207）

暮らしの
ガイド

身近な暮らしの
情報満載！

■春の全国交通安全運動鹿児島市大会
　春の全国交通安全運動のオープニング行事として、みんなで力
を合わせて運動を推進することを誓い合い、市民総ぐるみで交通
事故を防止しようとするものです。参加者には、もれなく交通安
全グッズを差し上げます。どなたでも参加できますので、ぜひご
参加ください。
•オープニングイベント
　県警音楽隊によるふれあいコンサート、腹
話術

•式典
　交通安全宣言、交通指導広報隊出発式など
•春の全国交通安全運動キャンペーン
期４月６日（水）10時30分～12時　
所天文館ベルク広場　※会場には専用駐車場はありませんので、
公共交通機関をご利用ください

料無料　申不要
問安心安全課216-1209（D226-0748）

４月６日～15日は春の全国交通安全運動

展示期間 西別館１階
３月14日（月）
～18日（金）

鹿児島市勤労女性セン
ター活動展

３月28日（月）
～４月１日（金） ペアーレ写友会写真展

４月４日（月）
～８日（金）

鹿児島市勤労女性セン
ター活動展

問サンサンコールかごしま099-808-3333

市民ギャラリー

　４月１日から鴨池・桜島海づり公園の開園時間が変更になります。
変　更　前 変　更　後

４月～10月 ７時～19時 ４月～９月 ６時～19時
10月　　　 ６時～18時

※11月～３月は７時～17時で変更ありません
問生産流通課216-1341（D216-1336）

海づり公園の開園時間の変更
言う前に　相手の気持ち　考えよう

※今月号は16 ～18面です

　市内の小学５・６年生と中学生から7836点の応募があり、審査
の結果、各部門の入賞作品59点が決定しました。
◇最優秀作品
•標語の部
  『千羽鶴 憎しみ越えて 大空へ』
  （伊敷台中２年 篠原由衣伽さん）
•作文の部
  『ちかい』（荒田小５年 田中啓太さん）
•絵画の部（右絵）
  『平和のにじ～鹿児島から世界へ広げよう～』
  （田上小６年 福島花

は
菜
な
さん）

◇入賞作品は市ホームページにも掲載しています
問総務部総務課216-1125（D224-8900）

平和都市宣言25周年記念入賞作品

無料低額診療事業
対生計困難者　◇事業内容の詳
細や利用に関する相談、お問い
合わせは下記の各病院へ

病　院　名 所在地・電話
社会福祉法人恩賜財
団済生会 鹿児島病院

南林寺町1-11
223-0101

鹿児島医療生活協同
組合総合病院 鹿児島
生協病院

谷山中央五丁
目20-10
267-1455

公益財団法人慈愛会 
谷山病院

小原町8-1
269-4111

公益社団法人いちょ
うの樹 メンタルホス
ピタル鹿児島

永吉一丁目
11-1
256-4567

■イベント・講座
鹿児島ふれあいスポーツランド
桜ウオーキング
対市内に住む人　期３月30日（水）
10時～12時（受け付けは９時30
分～）　※雨天中止　定なし　
料50円（スポーツ傷害保険料）　
申不要（当日、鹿児島ふれあい
スポーツランドクレー広場に集
合）　問中央保健センター

食生活改善推進員と学ぶ健康
づくり料理教室（全10回）
◇生活習慣病予防に役立つ、
栄養バランスのとれた適塩メ
ニューを作ります（①水曜料理
教室、②金曜料理教室、③男性
料理教室）　※託児なし　対１
年間を通して受講可能な人で、
①②は市内に住む人、③は市内
に住む男性　◇期日…①５月11
日～来年３月８日の毎月第２水
曜日（８月は休み）、②５月27日
～来年２月24日の毎月第４金曜
日（12月は16日に実施）、③５月
19日～来年３月16日の毎月第３
木曜日（８月は休み）　◇時間…

●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　

10時～13時30分　所北部保健セ
ンター　定①②各24人、③15人
※いずれも超えたら抽選　料１
回600円程度　申往復はがきに
教室名、住所、氏名、年齢、
電話番号を書いて、３月25日
（必着）までに〒892-6871吉野町
3275-3北部保健センターへ
手話講習会
①入門編（全23回）
対市内に住む18歳以上で、聴覚
障害者との交流やボランティア
活動を行うために手話を習得し
ようとする人（難聴者、聴覚障
害者を除く）
場　所 日　時 定員 開講日
城西公民
館 毎週月曜日

19時～21時 各
25
人

４月
11日谷山市民

会館
勤労青少
年ホーム

毎週水曜日
10時～12時

４月
20日

申往復はがきに住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、職業、電話番号、
希望会場、受講理由を書いて、
３月16日（必着）までに〒892-
8677山下町11-1障害福祉課へ
②基礎編（全27回）
対市内に住む18歳以上の人で、
市町村が実施した手話講習会入
門課程の修了者（難聴者、聴覚
障害者を除く）
場　所 日　時 定員 開講日
城西公民
館 毎週月曜日

19時～21時 各
25
人

４月
11日谷山市民

会館

勤労青少
年ホーム

毎週水曜日
13時30分～
15時30分 ４月

20日喜入公民
館

毎週水曜日
19時30分～
21時30分

20
人

申電話で３月16日までにサンサ
ンコールかごしま099-808-3333
へ
①②共　定超えたら抽選　料無
料（テキスト代は自己負担）　
問サンサンコールかごしま099-
808-3333（D障害福祉課216-
1274）
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国民健康保険証の更新
◇現在の国民健康保険証の有効
期限は３月末です　◇新しい保
険証は３月下旬に世帯主宛てに
郵送します　◇先月窓口受け取
りの手続きをした人は、３月18
日以降に保険証と印鑑を持って
指定された国民健康保険課か各
支所国保担当窓口へ　問国民健
康保険課216-1228（D216-1200）
国保加入者の入院時の食事代
が変わります
◇食事療養費標準負担額（１食
当たり）

区　分 ３月
まで

４月
以降

市民税課税世帯 260円 360円
市
民
税
非
課
税
世
帯

入院
（90日まで） 210円

変更
なし

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

■申請・お知らせ

非課税世帯と指定難病患者、小
児慢性特定疾病患者などの標準
負担額は変更ありません　◇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　問国
民健康保険課216-1228（D216-
1200）

高齢者福祉バスをご利用ください
対老人クラブ
か60歳以上の
人を一定数以
上含む団体　
申はがきに団体名、責任者氏
名、住所、連絡先、利用人数、
利用希望日（第３希望まで）を書
いて、各申込期限までに〒892-
8677山下町11-1長寿支援課216-
1266（D224-1539）へ　
利　用　月 申込期限（必着）

平成28年６・７月 ４月８日
　　〃　８・９月 ６月10日
　　〃　10・11月 ８月10日
　　〃　12月 10月７日平成29年１月
　　〃　２・３月 12月９日
　　〃　４・５月 平成29年２月10日
※今年５月分までの受け付けは
終了しています
後期高齢者医療保険料の
口座振替への変更
◇今年６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、３月11日
までに長寿支援課か各支所の福
祉課・保健福祉課に納付方法変
更申出書の提出を（年度内の支
払い総額は変わりません）　
◇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

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。

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）、各支所の福祉課・
保健福祉課
住宅改造費の補助
◇高齢者・重度身体障害者の身
体状況に合わせた住宅に改造す
るための費用の一部を助成　
※所得制限あり　対介護認定
（要支援以上）を受けた高齢者か
身体障害者手帳１・２級の人　
問高齢者は長寿支援課216-1266
（D224-1539）、障害者は障害福
祉課216-1273（D216-1274）
リフォームヘルパーの派遣
内リフォームヘルパーによる住
宅改修などの相談や助言　対65
歳以上の高齢者か身体障害者手
帳１・２級の人など　料無料　
問高齢者は長寿支援課216-1267
（D224-1539）、障害者は障害福
祉課216-1273（D216-1274）
友愛タクシー券の切り替え
◇現在使用中の友愛タクシー券
の有効期限は３月末です　◇来
年度分は３月下旬に本人宛てに
郵送します　◇新たに要件に該
当することになった障害者手帳
所持者は申請が必要です　◇友
愛タクシー券と友愛パス・敬老
パスとの重複交付はできません
※入浴機能のみの敬老パスを交
付されている人は友愛タクシー
券の交付を受けられます　問サ
ンサンコールかごしま099-808-
3333（D障害福祉課216-1274）
世界自閉症啓発デー（４月２
日）・発達障害啓発期間（４月
２日～８日）
◇自閉症など発達障害の人は、
他人の意図や感情を直感的に理
解したり言葉を適切に使ったり
することなどが苦手で、学校や
職場でさまざまな困難に直面す
ることがあります　◇これらは
親のしつけや家庭環境によるも

のではなく、脳機能の発達が関
係する生まれつきの障害です　
◇発達障害は見た目には障害が
あることが分かりにくいため、
行動や態度が誤解されることが
あります　◇発達障害の特徴を
知り、正しく理解することが大
切です　問障害福祉課216-1272
（D216-1274）
犬の飼い主の皆さんへ
◇散歩中の
犬のフンは
必ず持ち帰
り、おしっ
こもペット
ボトルなどに入れた水で流すな
ど配慮しましょう　◇犬の放し
飼いは危険です。散歩のときは
必ず引き綱をつけましょう　
◇飼い犬がいなくなったときや
死亡したときはすぐに保健所に
連絡を　問生活衛生課258-2335
（D258-2392）
３月10日は世界腎臓デー
◇慢性腎臓病（ＣＫＤ）は、腎臓
の働きが悪くなったり、尿に異
常が出たり
する症状が
３カ月以上
続く状態の
ことです　◇成人の８人に１人
がＣＫＤと推測され「新たな国
民病」といわれています　◇Ｃ
ＫＤは自覚症状がほとんどな
く、末期になるまで気付かない
ことが多いため、定期的に健診
を受けることが大切です　問保
健総務課258-2326（D258-2392）
３月は「自殺対策強化月間」
◇「生きていくのがつらい」と、
誰にも相談できずにいません
か？あなたの周りで悩んでいる
人はいませんか？　◇自殺予防
対策は「生きる支援」です。さま
ざまな関係機関が無料の相談窓
口を開設しています　◇まずは
相談してみませんか　問保健予
防課258-2351（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９期
◇国民健康保険税   第10期◇介 護 保 険 料　
納期は３月31日まで

⎫
⎬
⎭

　中国の武術から生まれた健康法、太
たいきょくけん
極拳の愛好者15人で、月２回活

動しています。茶々クラブというグループ名は、松元地域の名産であ
るお茶にちなんでつけました。
　太極拳は動作がゆっくりなので、長年運動をしていない人でも無理
なく取り組めます。柔軟
性やバランス感覚が身に
つき、姿勢が良くなるだ
けでなく、転倒予防にも
役立っています。
　笑顔の元は健康です。
これからも、健康第一で
楽しく活動を続けていき
たいです。

健　康 
・

 福　祉

いきいき　　
　　健やかに

松元公民館自主学習グループ　茶
ちゃ ち ゃ
々クラブ


