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障害者職業訓練生募集
◇情報電子科、デザイン製版科、
建設設計科、義肢福祉用具科、
ＯＡ事務科、アパレル科、造形
実務科　対身体障害者手帳、療
育手帳、精神障害者保健福祉手
帳を持つ人　※筆記試験と面接
で選考　期来年４月から１年間
所鹿児島障害者職業能力開発校
（薩摩川内市）　申10月31日まで
に最寄りのハローワークへ　
◇雇用保険受給者は訓練期間中
は雇用保険が給付されます。受
給していない人は職業訓練受講
給付金か職業訓練助成金が支給
されることがあります　◇定
員、提出書類など詳しくは鹿児
島障害者職業能力開発校0996-
44-2206（D0996-44-2207）へ
認知症等見守りメイト養成講座
受講者募集
内認知症の人の見守りなどのボ
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）

平日 11月10日（木）11月17日（木）
土曜 11月12日（土）11月19日（土）
◇１日目と２日目の間に施設実
習あり　所鴨池公民館　定各30
人程度　料無料　申電話かファ
クスで住所、氏名、年齢、電話
番号、希望するコースを10月21
日までに長寿あんしん相談セン
ター本部813-1040（D813-1041）
へ
甲突河畔ウオーキング
対市内に住む人　期10月23日
（日）10時～12時　※受け付けは
９時30分～９時50分、雨天中止
所鹿児島アリーナ　定なし
料50円（スポーツ傷害保険料）
申不要（当日に現地集合）　問西
部保健センター

●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　

第17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～前
之浜地区コスモス畑を周回（約12
㎞、登りや下りの坂が多いコー
ス）　対完歩できる人　期11月
６日（日）９時～12時30分　※受
け付けは８時30分
～９時、雨天中止
定50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10月22日（必着）までに
〒891-0203喜入町6094-1マリン
ピア喜入345-1117（D345-3412、
{marinpiak@po3.synapse.
ne.jp）へ
道の駅喜入　スペシャル喜

き
楽
らく
市
いち

内福引抽選会やステージイベン
ト　期10月16日（日）10時～15時
問マリンピア喜入345-1117
（D345-3412）
第８回スパランド裸

ら
・楽

ら
・良

ら
杯

グラウンド・ゴルフペアマッチ
内全チーム２ラウンド競技（８
ホール×２回）　期11月９日（水）
８時45分～14時（８時から受け付
け）　※雨天時は11月16日（水）に
延期　所郡山総合運動場　
定360組（２人１組。超えたら抽
選）　料１組2000円（弁当代込み）
申スパランド裸・楽・良にある
申込書かはがき、ファクス、Ｅ
メールで代表者の住所・氏名・

電話番号、
参加者全員
の氏名・性
別・生年月

日・年齢を10月22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

健康づくり教室・講座

健康まつり

内容など 日　時 場　所 問い合わせ先
①脳卒中予防教室
大石充

みつる
氏（鹿児島大学教

授）による講話

10月13日（木）
14時～16時

保健所
中央保健セン
ター髙

たか
司
し
譲
ゆずる
氏（運動指導員）

による実技と栄養士に
よる講話

10月19日（水）
14時～16時

②脳活性チャレンジ講座
認知症キャラバンメイ
トによる認知症サポー
ター養成講座

10月13日（木）
14時～16時

喜入地区保健センター

　黒野明
あ
日
す
嗣
つぐ
氏（谷山病院

医師）による認知症予防
に関する講話と中村幸

みゆき

氏（運動指導員）による
講話・実技（２回コース）

１日目
10月21日（金）
14時～16時
２日目
10月25日（火）
14時～16時

南部保健センター

③ まちかど交流講座
　（手作り）
「誰でも楽しめる！折り
紙教室」

10月29日（土）
10時～12時

精神保健福祉交流セン
ター（はーと・ぱーく）
214-3352（D206-8571）

④はーと講座（パソコン教室）
「年賀状作成やパワーポ
イントを学ぼう」

11月の毎週土
曜日10時～12
時（全４回）

⑤ セルフヘルプネット
　かごしまフォーラム
森口進氏（森口病院院
長）によるアルコール依
存症に関する講話・ギャ
ンブルや薬物など自助
グループの紹介など

11月６日（日）
10時30分～
16時30分
（10時から受
け付け）

サンエール
かごしま

県精神保健
福祉センター
218-4755
（D228-9556）

対市内に住む人（④は市内に住み、精神障害のある人）　　
定①②⑤なし、③10人（超えたら抽選）、④４人（超えたら抽選）
料①②無料、③100円程度（材料費）、④540円（テキスト代）、
　⑤500円
申①②⑤不要、③④詳しくははーと・ぱーくへ■第33回市民健康まつり

内健康トークショー、健康相談、展示など　
期10月23日（日）10時～15時30分　
所鹿児島アリーナ　
問市民健康まつり実行委員会（市医師会内）
　226-3737（D225-6099）

■第９回北部ふれあい健康まつり
内活動展示、脳活性体験、舞台発表など
期11月７日（月）10時～15時30分　所北部保健センター　
問北部保健センター

■第30回谷山健康まつり
内兒島淳子氏（県民総合保健センター健康増進部長）による講演、
　お達者クラブなどの活動紹介、舞台発表など
期11月11日（金）９時30分～15時30分　所谷山サザンホール
問南部保健センター

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10月26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　◇申込方法など詳し
くはさくらじま白浜温泉セン
ター293-4126（D同じ）へ
吉田福祉センター教養講座
内陶芸教室「楽しい干支づくり」

◇講師…窪三智子氏（工房 夢
ゆめきち
吉）

対市内に住む人　期11月９日～
30日の毎週水曜日（23日を除く）
９時30分～11時30分（全３回）　
定20人（超えたら抽選）　料260
円（教材費）　申電話かファクス
で講座名、住所、氏名、年齢、
電話番号を10月28日までに吉田
福祉センター294-1825（D294-
4701）へ


