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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
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後期高齢者医療保険料・医療費
の一部負担金の減免
◇災害による被害を受けたとき
や特別な事情により所得が一時
的に減少するなど、保険料の納
付や医療費の一部負担金の支
払いが困難なときは、それぞ
れ減免を受けられることがあ
ります　問長寿支援課216-1268
（D224-1539）
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）

■申請・お知らせ

平成28年度市民福祉（重度障
害者）手当の申請
対10月１日現在で本市に引き続
き１年以上住む20歳以上で、身
体障害者・精神障害者保健福祉
手帳１・２級か療育手帳Ａ1・
Ａ2・Ｂ1を持つ人や、これらの
障害と同程度以上と認められる
人　◇手当額…２万4000円（年
額）　申手帳、本人名義の通帳、
印鑑を持って障害福祉課216-
1273（D216-1274）か各支所の福
祉課・保健福祉課へ
10月17日～23日は薬と健康の週間
◇薬を使用するときは医師や薬
剤師などの専門家に相談しま
しょう　◇かかりつけ薬剤師・
薬局を持ちましょう　問生活衛
生課258-2329（D258-2392）

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）
の適切な管理をお願いします
◇設置事業者は、いざというと
きにきちんと使えるように日頃
から点検をお願いします　◇電
極パッドやバッテリーなどの使
用期限が切れていないか確認し
てください　問生活衛生課258-
2329（D258-2392）
フグの素人調理は危険です
◇フグの毒は加熱や冷凍ではな
くなりません。調理には専門的
な知識と技術が必要です　◇フ
グを家庭で調理するのは絶対に
やめましょう　問生活衛生課
258-2331（D258-2392）
あなたの歯を表彰します
対80歳以上で20本以上の歯を残
している人（過去に表彰を受け
た人を除く）　申10月15日12時
までにかかりつけの歯科医院で
推薦してもらうか電話で市歯科
医師会事務局222-0574（D222-
0511）へ

10月は骨髄バンク推進月間
◇骨髄バンクのドナー登録は、
献血ルーム天文館や県赤十字血
液センターでできます　◇全国
で年間2000人以上の人が移植を
必要としており、１人でも多く
の登録が必要ですのでご協力を
お願いします　問保健予防課
258-2351（D258-2392）
10月は臓器移植普及推進月間
◇臓器提供の意思表示は、健康
保険証や運転免許証、保健所な
どにある意思表示カードのほか、
インターネットでもできます　
問保健予防課258-2351（D258-
2392）

高齢者の予防接種
Aインフルエンザ
対市内に住む
①65歳以上の
人、②60～64
歳で心臓、腎
臓、呼吸器の
機能に日常生活が極度に制限さ
れるなどの障害がある人（身体
障害者手帳１級相当）　◇自己
負担額…1500円
B肺炎球菌
対市内に住み、過去に肺炎球菌
予防接種を受けたことがない、
①平成28年３月31日時点で64
歳・69歳・74歳・79歳・84歳・
89歳・94歳・99歳の人、②60～
64歳で心臓、腎臓、呼吸器の機
能に日常生活が極度に制限され
るなどの障害がある人（身体障
害者手帳１級相当）　◇自己負
担額…3000円　
AB共　◇必要なもの…住所、
年齢が確認できるもの、②の対
象者は身体障害者手帳か医師の
診断書など　◇接種場所…委託
医療機関　◇生活保護受給者と

市民税非課税世帯の人は無料
（証明が必要）　問保健予防課
258-2358（D258-2392）
マダニ媒介感染症の予防
◇秋はマダ
ニが活発に
活動します
◇山林など
に入るとき
は皮膚の露出が少ない服装でか
まれないよう注意しましょう　
問保健予防課258-2358（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　託＝託児あり

健　康 
・

 福　祉
（18～20面）

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。

　同センター主催の韓国料理教室の受講生が中心となって結成して８
年目。現在は15人で月１回集まり、金

キム
先生の指導を受けながらさまざ

まな韓国料理を作っておいしく食べています。団体名の「マシッソヨ」
は韓国語で「おいしい」という意味です。
　いつも明るい雰囲気で
活動する中、珍しい料理を
前にすると、おしゃべりも
ますます盛り上がります。
また、料理を通して、韓国
の言葉や文化・風習なども
学んでいます。いつかメン
バーで韓国旅行に行くの
が夢です。

高齢者福祉センター郡山
自主学習グループ　　　　マシッソヨ

■講座・イベント
働きざかりのためのリラクゼー
ション講座inプラネタリウム
内リラクゼーション講話、プラ
ネタリウム、音楽鑑賞　対18歳
以上の人　期10月21日（金）19時
～20時30分　所市立科学館
定250人（先着順）　料無料　
申10月13日から電話で市立科
学館250-8511へ　問保健予防課
258-2351（D258-2392）
第９回鹿児島市障害者作品展
内手芸品などの展示や農作物の
販売　期10月23日（日）10時～15
時　所市心身障害者総合福祉セ
ンター（ゆうあい館）　問市身体
障害者福祉協会253-9771（D253-
1426）
市知的障害者福祉センター
（ふれあい館） ふれあい講座
内バスケットボール、音と遊ぼ
うなど　対市内に住み療育手帳
の交付を受けているか同程度の
障害と認められる小学生以上の
人と家族　所ふれあい館　料無
料　◇日時など詳しくはふれあ
い館264-8711（D264-8884）へ

かごしま温泉健康プラザ
臨時休館のお知らせ
◇施設整備のため　
期10月８日（土）～18日（火）
問かごしま温泉健康プラザ
　252-8551（D252-8556）


