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運動普及推進員養成講座
対市内に住むおおむね70歳まで
の運動ができる健康な人で、健
康づくりのための運動を推進す
るボランティア活動のできる人
期８月30日～10月４日の毎週火
曜日13時15分～16時（全６回、
10月４日のみ13時～16時）　
※９月第４週のみ23日（金）に実
施　所保健所、鴨池公民館　
定40人程度　料100円（保険料）
申電話かはがきで講座名、住所、
氏名、生年月日、電話番号を７
月29日（必着）までに〒890-8543
鴨池二丁目25-1-11中央保健セン
ターへ
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７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

●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
　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　

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　※当日受
け付けも可
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　期７月17日（日）10時
～15時　所マリンピア喜入345-
1117（D345-3412）
らららフェスタ2016
内スパランド裸

ら
・楽

ら
・良

ら
オー

プン16周年イベント（ステージ
ショーや大抽選会など）　期７月
16日（土）17時30分～21時　※雨
天時は７月17日（日）　所スパラ
ンド裸・楽・良駐車場　問スパ
ランド裸・楽・良245-7070
（D245-7088）

ふれあい館のイベント・講座

ゆうあい館の講座健康づくり教室・講座

■スポーツ＆レクリエーション交流大会
対小学生以上の知的障害者（児）と家族・介助者、知的障害者（児）
福祉施設・団体の利用者（小学生以上）　※５人１組　

期８月５日（金）10時～12時
定10チーム50人程度（超えたら抽選）　料無料　
申ファクスで所定の申込書を７月22日までに市
知的障害者福祉センター（ふれあい館）264-8711
（D264-8884）へ　※申込書は同センターに備え付けてあります

■ふれあい講座（夏休み期）
講 座 名 日　時

キッズ・フット
サル ７月27日（水）、８月23日（火）の10時30分～11時30分

ニュースポーツ ７月28日（木）、８月17日（水）の13時30分～14時30分
たいこでドン！ ８月３日（水）・24日（水）の13時30分～14時30分
工作ひろば ８月10日（水）・25日（木）の13時30分～14時30分
対 市内に住む療育手帳の交付を受けているか障害の程度が同程度
と認められる小学生以上の人と家族　※小学生は保護者同伴
（きょうだいが一緒に参加できる講座あり）
料無料
申直接、市知的障害者福祉センター（ふれあい
館）264-8711（D264-8884）へ

■第２期身体障害者パソコン講座
コース名 期　日 時　間

視覚障害者ワープロ基礎
（M

マ イ
y W

ワ ー ド
ord）コース ８月21日～10月９日の毎週日

曜日（全６回）　※８月28日、
９月４日を除く

10時～12時

聴覚障害者ワードコース
◎ 13時～15時

肢体不自由者・内部障害
者ＩＴ基礎知識（短期）
コース ☆

９月12日～10月３日の毎週月
曜日（全３回）　※９月19日を
除く

14時30分～
16時30分

対 市内に住み、身体障害者手帳を持つ18歳以上の人（◎はパソコ
ンで文字入力ができる人、☆はサポートを必要としない聴覚障
害者も対象）　

定各６人（超えたら抽選）　料無料　
申 電話かファクスでコース名、住所、氏名、年
齢、電話番号を７月12日～８月９日（水曜日を
除く）に市心身障害者総合福祉センター（ゆうあい館）252-7900
（D253-5332）へ

■「キッチンで楽しめる簡単草木染」講座
対市内に住み、身体障害者手帳を持つ18歳以上の人
期 ８月25日、９月29日、10月27日の各木曜日13時30分～15時30分
（全３回）
定10人（超えたら抽選）　料無料（材料費などは実費負担）　
申 電話で７月21日～８月４日（水曜日を除く）に市心身障害者総合
福祉センター（ゆうあい館）252-7900（D253-5332）へ

教室・講座 内容など 日　時 場　所 問い合
わせ先

①脳卒中予防
教室

髙
たか

司
し

佳代氏（運動指
導員）と管理栄養士
による講話と実技

７月14日（木）
14時～16時 南部保健センター

橋口良也氏（厚地脳
神経外科病院医師）
による講話

７月15日（金）
14時～15時30
分

東部保健センター北憲治氏（厚地脳神
経外科病院健康運動
指導士）と管理栄養
士による講話

７月21日（木）
14時～16時

②シニア世代
のこころの
健康教室

泉尾護氏（中央保健
センター所長・医師）
によるうつ予防と睡
眠に関する講話

７月15日（金）
14時～16時 保健所 中央保健センター

③ピア学びの
講座

HOP STEP WRAP
かごっまによる元
気回復行動プラン
（WRAP）の体験

７月17日（日）
14時～15時30
分

精神保健福祉交流
センター

④脂質代謝異
常予防教室

木下正嘉氏（千年メ
ディカルクリニック
医師）による講話

７月20日（水）
14時～16時

西部保健センター中村美奈子氏（運動
指導員）による講話
と実技

７月27日（水）
14時～16時

⑤脳活性チャ
レンジ（認
知症予防）
講座

倉野裕
ゆたか

氏（花倉病院
副院長）による講話

７月21日（木）
14時～16時

北部保健センター中村美奈子氏（運動
指導員）による講話
と実技

７月29日（金）
14時～16時

長友医
い
継
つぎ
氏（ひまわ

り園医師）による講
話

８月３日（水）
14時～15時30
分 西部保健センター

中村幸
みゆき

氏（運動指導
員）による講話と実
技

８月10日（水）
14時～16時

⑥精神障害の
ある人の家
族のための
教室

西田鉄
てっ
心
しん
氏（県精神

保健福祉士協会理
事）と鈴光一郎氏（鹿
児島家庭裁判所職
員）による成年後見
制度に関する講話

７月29日（金）
14時～15時

精神保健福祉交流
センター

対市内に住む人（③は精神障害がある人、⑥は精神障害がある人
の家族）
定①②④⑤なし、③20人程度、⑥60人程度　料無料
申①②④⑤不要、③は直接か電話で７月16日までに精神保健福祉
交流センター（はーと・ぱーく）214-3352（D206-8571）、⑥は電
話で７月27日までに保健予防課258-2351（D258-2392）へ
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後期高齢者医療保険料の
口座振替への変更
◇今年10月分以降の特別徴収（年
金からの天引き）を中止し、口座
振替を希望する人は、今月８日
までに納付方法変更申出書の提
出を（年度内の保険料総額は変わ
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、本人の印鑑も必要）　◇引
き続き年金からの天引きを希望
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
紙おむつなどの助成事業
内在宅の人は現物支給。入院中
（介護療養病床を除く）の人は月
額4000円を限度に購入費を助成
対紙おむつを使用している65歳
以上で住民税非課税世帯の人
（生活保護世帯や介護保険対象
施設入所者を除く）　問サンサ
ンコールかごしま099-808-3333 
（D長寿支援課224-1539）
夏の感染症予防
◇外出後や食事前にはうがい・
手洗いをしてウイルスによる感
染症を予防しましょう　◇プー

■申請・お知らせ

ル熱（咽
いんとうけつまく
頭結膜熱

ねつ
）…39度前後の

高熱、のどの痛みや目の充血　
◇手足口病…口の中や手足の水

すい

疱
ほう
性の発しん、発熱やのどの痛

み　◇ヘルパンギーナ…発熱、
口の中の水疱性の発しん（いわ
ゆる「夏かぜ」）　問保健予防課
258-2358（D258-2392）

夏の蚊にご注意ください
◇暑い時期は蚊が発生しやすく
なり、特にヒトスジシマカは、
ジカ熱やデング熱といった感染
症を媒介するため注意が必要で
す　◇蚊の発生を防ぐには、空
き缶や遊具などのくぼみにでき
やすい小さな水たまりを作らな
いことが大切です　◇やぶな
どに近づくときは、虫よけ剤
を使用し、長
袖・長ズボンの
着用を心掛けま
しょう　問保健
予防課258-2358
（D258-2392）
石綿（アスベスト）による
健康被害者の救済
◇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
いしわた
綿肺

はい
、④著しい呼吸機能障

害を伴うびまん性胸
きょうまく
膜肥

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）
８月は食品衛生月間です
◇食品衛生に関するパネル展を
行います　期８月２日（火）10時
～16時　所イオン鹿児島鴨池店
問生活衛生課258-2331（D258-
2392）

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紹介します。

７月は愛の血液助け合い
運動月間
◇輸血を必要と
する人のため、
献血へのご理解
とご協力をお願
いします　◇献
血プラザかもい
けクロス、献血ルーム天文館、
移動献血バスをご利用ください
◇今月より献血プラザかもいけ
クロスは木曜日、献血ルーム天
文館は金曜日が休みになります
問県赤十字血液センター257-
3141（D257-3144） 
高齢者向け給付金　
８月26日（必着）までに申請を
◇支給額…対象者１人につき３
万円　◇支給対象と思われる人
には申請書などを送付していま
す　◇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　
◇支給対象と思われる人で申請
が済んでいない人には、今月中
旬にお知らせのはがきを送付し
ます　問給付金コールセンター
808-0767（D216-1242）　※個人
情報を伴う問い合わせは、電話
ではできませんので、本人確認
書類を持参して、本庁・各支所
の窓口へ直接ご相談を

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、問い合
わせは下記の病院へ

病　院　名 電　話
済生会鹿児島病院
(南林寺町) 223-0101

鹿児島生協病院
(谷山中央五丁目) 267-1455

谷山病院(小原町) 269-4111
メンタルホスピタル
鹿児島(永吉一丁目) 256-4567

認知症介護の電話相談
◇認知症介護経験者などが認知
症や介護の仕方などの相談に応
じます（相談は無料）　◇電話番
号…257-3887（認知症の人と家
族の会鹿児島県支部）　◇受付
日時…月～金曜日の10時～16時
※休日、年末年始を除く

■イベント・講座
高齢者いきいきポイント推進
事業登録説明会
内高齢者の
健康診査の
受診や介護
保険施設な
どでのボラ
ンティア活
動に対し、
交付金に転
換できるポイントを付与する制
度に参加するための登録説明会
対市内に住む65歳以上で要支
援・要介護認定を受けていない
人　期①７月14日（木）、②７月15
日（金）の14時～15時　所①かご
しま市民福祉プラザ、②谷山支
所　料無料　申不要　◇介護保
険証を持参してください　問市
社会福祉協議会ボランティアセ
ンター221-6072（D221-6075）
介護予防運動プログラム開発
の体験ボランティア募集
内鹿児島大学と共同開発中の体
操とゲームソフ
トの体験や体力
測定など（約90
分）　対市内に
住むおおむね65
歳以上で健康な
人　期８月19日～12月２日の毎
週金曜日（全15回）　※８月26日
を除く　所鹿児島大学郡元キャ
ンパス　定48人（超えたら抽選）
料750円（保険料）　◇申込期限
…７月22日　◇時間、申し込み
など詳しくは東部保健センター
216-1311（D216-1308）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　託＝託児あり

　桜島・桜峰校区のゲートボール好きが集まり、毎日13時から16時ま
で汗を流しています。メンバーのほとんどが、同じ地域で苦楽を共に
してきた仲間なので、遠慮のない会話で笑いに包まれながらプレーし
ています。ゲートボールの魅力は、何といっても手軽にできることで
す。また、先の展開を常に予測してプレーするので、頭の体操にもな
ります。
　仲良く、楽しくを
モットーに活動してい
ますが、大会前の練習
には熱が入ります。以
前、市の大会で優勝し
たこともあり、またあ
の喜びをみんなで分か
ち合いたいです。

健　康 
・

 福　祉
（18 ～20面） けんけつちゃん

高齢者福祉センター桜島自主学習グループ　遊ぼう会

カ
ク
ニ
ン
ジ
ャ

申請は８月
26日（金）ま
で！
確認じゃ！


