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●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　

ゆうあい館第４期身体障害者パソコン講座
コース名 期　日 時　間

肢体不自由者・内部障害者
デジカメコース 　　★● 12月12日～来年１月30日の

毎週月曜日（全６回）　
※１月２日・９日を除く

14時30分～
16時30分

聴覚障害者エクセル基礎
コース

18時～20時

聴覚障害者エクセル応用
コース 12月13日～来年１月24日の

毎週火曜日（全６回）　
※１月３日を除く

10時～12時

肢体不自由者・内部障害者
エクセル基礎コース 　★

13時～15時

対 市内に住み、身体障害者手帳を持つ、パソコンでの文字入力が
可能な18歳以上の人（★はサポートを必要としない聴覚障害者
も対象。●はデジタルカメラ、ケーブルなどが必要）
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
11月11日～28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

健康まつり
イベント名 日　時 場　所 問い合わせ先

第28回東部健康づ
くり交流会

11月11日（金）
10時～15時30分 中央公民館

東部保健セン
ター

第17回西部かがや
き健康祭

11月15日（火）
10時～15時

西部保健
センター

第27回中央ふれあ
い健康展

11月18日（金）
10時～15時

中央保健
センター

内 各地域の活動発表・展示や体脂肪測定、胸部レントゲン検診
（いきいき受診券が必要、時間は会場で異なります）など　

健康づくり講座
講座名・内容 日　時 場　所 問い合わせ先

① 脳活性チャレンジ講座
（認知症予防）
　 横山俊一氏（南風病院
脳神経外科部長）によ
る講話

11月17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

11月24日（木）
14時～16時

② 糖尿病予防講演会
　 鎌田哲郎氏（今村病院
長）と外

と
山
やま
尊
たか
子
こ
氏（日本

糖尿病療養指導士）、高
岡綾子氏（運動指導員）
による講話

11月18日（金）
13時～15時30
分

サンエール
かごしま

各保健センタ
ー、各支所の
保健福祉課、
市医師会226-
3737

対市内に住む人　定①なし、②400人　料無料　申不要

暮らしを支える３つの国民年金
◇老齢基礎年金…保険料の納付
済み期間などが通算25年以上の
とき原則65歳から支給　◇障害
基礎年金…障害の状態になった
とき支給　◇遺族基礎年金…死
亡したとき遺族に支給　※いず
れも要件あり　◇保険料の未納
があると支給されないことがあ
ります　◇納付が困難なときは
免除制度もありますのでご相談
ください　問サンサンコールか
ごしま099-808-3333
「かごしま暮らしのガイド
（平成28年度市民便利帳）」
155ページの修正

誤 正
鹿児島地方・
家庭裁判所

鹿児島地方
検察庁

鹿児島地方
裁判所

鹿児島地方・
家庭裁判所

問広報課216-1133（D216-1134）

暮らしの
ガイド

市営墓地使用者募集（星ケ峯
墓園・川上墓園）
対本市に住民登録があり、申請
書受付日前に１年以上継続して
居住している人で市内に墓地・
納骨堂を持っていない人　※３
年以内に納骨施設（墓石）を設け
ること　◇募集区画…川上墓園
は一般10区画、星ケ峯墓園は一
般50区画　※後日抽選会あり　
申直接、所定の申請書を11月７
日～29日に環境衛生課216-1301
（D216-1292）か同谷山分室269-
8463（D260-4411）へ
排水設備の臭いの改善方法
◇流しなど
の排水口に
は排水管か
らの臭いな
どの侵入を
防ぐために
水を溜めて
おく部分（トラップ）があります
◇蒸発などで水がなくなった
り、わんを取り外して使用した
りすると、臭いの原因となりま
すので、臭いを感じたら注水し
たり、わんを取り付けて使用す
るようにしましょう　問水道局
給排水設備課213-8522（D259-
1627）

（16～18面）

トラップ

わん

臭
い

水を溜めて臭いの
侵入を防止

問鹿児島三地区防犯連絡協議会225-9090（D同じ）

内 表彰式、中江美
よしのり
則氏（京都交通犯罪被害者の会「古都の翼」代

表）による講演会「深まる苦しみ　広がる傷口」、ふれあいコン
サート

期12月１日（木）14時～16時　所かごしま県民交流センター　
定600人（当日先着順）　料無料
問かごしま犯罪被害者支援センター805-7830（D805-7831）

犯罪被害者支援フォーラム2016inかごしま

内県警音楽隊による演奏、大会宣言、パレードなど
期11月20日（日）11時～12時　所甲突川左岸緑地公園広場
◇そのほか、５地区で暴力追放決起大会を開催（参加自由）

第30回鹿児島市暴力追放中央大会（参加自由）

校　区 開催場所 開始時間
鹿児島西地区 草牟田公園（小雨時は式典決行） ９時20分
甲南地区 中洲小学校校庭（雨天時は体育館） ９時30分八幡校区 八幡小学校校庭（雨天時は体育館）
城南校区 城南小学校校庭（雨天時は体育館） ９時45分
山下校区 清滝公園（小雨決行、雨天時は中止） 10時　　

　災害時などに行動できるリーダーを目指し、避難
所に関する基礎知識や施設の運用・課題を学びます。
◇テーマ　避難所の開設と運営
◇講　師　宮下加奈氏（一般社団法人減災・復興支
　　　　　援機構理事）
対どなたでも　期12月10日（土）13時～15時
所かごしま市民福祉プラザ５階　
定100人（超えたら抽選）　料無料
申はがきかファクス、Ｅメールで住所、氏名、年齢、電話番号、
託児（生後２カ月～小学生）希望者は子どもの氏名、年齢（月齢）
を11月25日（消印有効）までに〒890-0053中央町23-21アエールタ
ワー2階㈱フォーエバー821-7800（D250-2333、{anshinanzen@
forever.co.jp）へ

問安心安全課216-1209（D226-0748）

安心安全アカデミー公開講座 受講生募集 託

宮下 加奈氏
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メールで住所、氏名、年齢、電
話番号、受講希望日を11月25日
（消印有効）までに〒890-0072新
栄町1-11長寿あんしん相談セン
ター本部813-1040（D813-1041、
{anshin@kg-shien.org）へ
認知症オレンジカフェ
◇認知症の人や家族など、どな
たでも集える場所です。認知症
に関する相談コーナーなどもあ
ります　期11月10日（木）10時～
16時　所天文館ベルク広場　
問認知症の人と家族の会鹿児島
県支部251-3928（D同じ）、長寿
支援課216-1186（D224-1539）

知的障害者スポーツ記録会
種　目 日　時 場　所
陸上・フ
ライング
ディスク

12月３日（土）
13時15分～16
時

吉田運
動公園

ボウリン
グ

12月７日（水）
13時30分～

サンラ
イトゾ
ーン

卓球 12月14日（水）
12時30分～ ハート

ピアか
ごしま水泳 12月14日（水）

13時30分～

対市内に住む13
歳以上の療育手
帳を持つ人
定なし　料無料
（ボウリングは
実費負担有り）　申電話で11月
18日までに手をつなぐ育成会・
希望の園267-0041（D267-0042）
か障害福祉課216-1272（D216-
1274）、各支所の福祉課・保健福
祉課へ
第16回ふれあい館コンサート
期12月３日（土）10時～12時　
所市知的障害者福祉センター
（ふれあい館）　料無料　問ふれ
あい館264-8711（D264-8884）

介護予防・生活支援サービス
従事者研修会
内来年４月に開始する介護予防・
日常生活支援総合事業の「身体
介護を含まない生活支援サービ
ス」と「時間を短縮したミニデ
イサービス」の従事者などを養
成する研修（２日間）　※研修の
修了者はヘルパーなどの資格が
なくてもこれらのサービスに従
事できます（ただし、サービス
提供事業所に雇用される必要あ
り）　◇高齢者を支援するボラ
ンティアなども受講できます

日　時 場　　所
12月13日（火）・14
日（水）の９時30分
～16時

勤労者交流セ
ンター（よか
センター）

来年１月16日（月）・
17日（火）の９時30
分～16時

鹿児島アリー
ナ

◇来年２月、３月にも開催。日
時などは市ホームページをご覧
ください　◇１日目を受講し、
やむを得ず２日目を受講できな
かったときは、年度内に開催さ
れる別の月の２日目を受講する
ことができます　※２日目を先
に受講することはできません
定各50人（先着順）　料無料　
申電話か郵送、ファクス、Ｅ

■イベント・講座

サンサンヘルス教室（料理教室）
内食生活改
善推進員に
よる料理教
室 … 黒 豆
じゃこご飯、タコと水菜のごま
サラダ、チーズマフィンなど　
対市内に住む人　期11月28日
（月）10時～13時30分　所西部保
健センター　定20人（先着順）　
料無料　申電話で11月14日から
西部保健センターへ
味めぐり料理教室
内食生活改善推進員による郷土
料理教室…①さつま揚げ・かる
かん、②しゅんかん（煮つけ）・
よごし（白和え）、③さつますも
じ（ちらしずし）・きびなごとき
らす（おから）のおつけ（汁）　
対市内に住む人　期①来年１月
５日（木）、②２月２日（木）、③
３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12月５日から西
部保健センターへ
スパランド裸

ら
・楽
ら
・良
ら
のイベント

①第23回いきいきウオーキング
◇ロングコース（14㎞）かショー
トコース（９㎞）を選択　期12月
11日（日）９時15分～13時（受け
付けは８時45分～）　定200人
（超えたら抽選）　料500円（入
浴・保険・記念品代）　※昼食

は別途申し込みが必要　◇申込
期限…11月30日（必着）
②らくらく健康・運動ストレッチ
対　象 内　容

A中高年向
け（おおむね
65歳以上）

腰痛、膝痛などの
改善と予防運動

B一般向け
（16歳以上）

筋力をつける運動、
バランスボール運
動など

期12月17日（土）
のAは10時～11
時（受け付けは９
時45分～）、Bは
11時30分～12時
30分（受け付けは11時15分～）　
定各25人（超えたら抽選）　料無
料　◇申込期限…12月５日（必着）
①②共　◇申込方法など詳し
くはスパランド裸・楽・良245-
7070（D245-7088、{info@spa-
rarara.com）へ　
吉田福祉センター健康講座
◇演題…リンパ足裏マッサージ
◇講師…車田貴子氏（鍼灸師・
アロマセラピスト）　対市内に
住む人　期12月１日～15日の毎
週木曜日10時～11時30分（全３
回）　定15人（超えたら抽選）
料500円（マッサージオイル代）
申電話かファクスで講座名、住
所、氏名、年齢、電話番号を11
月18日までに吉田福祉センター
294-1825（D294-4701）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

健　康 
・

 福　祉
（18～21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。

　同公民館の公開講座のメンバーが中心となり結成して３年目。現在
は14人で月２回集まり、益江先生の指導の下、身近なことに関する会
話やゲーム・歌などを通して英語を学習するスタイルで、グループ名
のとおりスマイル（笑顔）で楽しく活動をしています。
　現在は谷山北地域総合
文化祭（11月27日同公民館
で開催）で披露する英語劇
「Sakurajima Radish（桜
島大根）」の練習に取り組
んでいます。楽しい内容な
ので多くの人に見てもら
いたいです。

第23回正しく安全なウオーキング大会
イベント 期　日 集合場所 問い合わせ先

花と緑の吉野公
園ウオーキング

11月10日（木）吉野公園 北部保健センター

慈眼寺ふるさと
ウオーキング

11月15日（火）
谷山第二中央公園
（南部保健センター
近く）

南部保健センター

城山すそ野ウ
オーキング

11月17日（木）中央公民館前 東部保健センター

潮風ニュータウ
ンウオーキング

11月24日（木）
鴨池児童公園（中央
保健センター隣）

中央保健センター

◇時間…10時～12時（集合は９時30分～９時50分）　※雨天中止
定なし　料50円（保険料）　申不要（当日現地集合）

谷山北公民館　　
自主学習グループ　Smile English（スマイル イングリッシュ）


