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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　

保健所（保健総務課・保健予防課・生活衛生課）は来年１月か
ら移転のため電話・ファクス番号が変わります。詳しくは７
面をご覧ください

健康づくり教室・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（認
知症予防）講座
　大石充

みつる
氏（鹿児島大学

教授）による講話と髙
たか

司
し
佳代氏（運動指導員）

による講話・実技

12月15日（木）
14時～16時30
分

松元支所 松元保健福祉
課

（１日目）
　井上康氏（アクラス中
央病院診療科長）によ
る講話

（２日目）
　大久保博樹氏（アクラ
ス中央病院作業療法
士）による講話と実技

（１日目）
12月16日（金）
14時～15時30
分
（２日目）
12月20日（火）
14時～16時

市教育総合
センター

東部保健セン
ター

②ひざ痛・腰痛予防教室
　生

い
駒
こま
成
なる
亨
ゆき
氏（鹿児島県

理学療法士協会）によ
る講話

12月20日（火）
13時30分～15
時

西部保健センター

③ストレッチ教室
　高岡綾子氏（運動指導
員）による講話と実技

来年１月の火
曜日14時～16
時（１月３日
を除く。全４
回）

中央保健センター

対市内に住む人　定①②なし、③35人（先着順）
料無料　申①②は不要、③は12月14日から電話で各問い合わせ先へ

スパランド裸
ら
・楽

ら
・良

ら

食生活改善相談会
◇食事・栄養に関して管理栄養
士が相談に応じます　期12月12
日（月）13時30分～15時　料無料
申不要　問スパランド裸・楽・
良245-7070（D245-7088）

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12月28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

暮らしの
ガイド

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・
加工品の販売　◇新鮮な季節の
農産物の試食のほか、キイレン
ダーと遊ぼうのコーナーでは参
加賞もあります　期12月18日
（日）10時～15時　問マリンピア
喜入345-1117（D345-3412）

（16～18面）

今月の納期
◇固定資産税・都市計画税　第４期
 納期は12月28日まで

年末年始の市営墓地の墓参り
◇年末年始の市営墓地への墓参
りは、公共交通機関をご利用く
ださい　問環境衛生課216-1301
（D216-1292）
テレビの視聴に関するお知らせ
◇今月中旬から携帯電話の新し
い電波の利用開始に伴い、地上
デジタル放送のテレビ映像に影
響が出ることがあります　◇新
しい電波による影響が出たとき
は、無償で回復作業を行います
ので、700M

メガヘルツ

Hzテレビ受信障害
対策コールセンター0120-700-
012（９時～22時）にご連絡を
三ない運動の徹底を～贈らな
い、求めない、受け取らない～
◇政治家が選挙区内の人にお金
や物を贈ることや、有権者が政
治家に寄付や贈り物を求めるこ
とは公職選挙法で禁止されてい
ます　◇内容など詳しくは市ホ
ームページか市選挙管理委員会
事務局216-1470（D216-1472）へ

市民課からのお知らせ
① マイナンバー（個人番号）カー
ド・通知カードの受け取りを

◇マイナンバ
ーカードを申
請してまだ受
け取っていな
い人は、早め
に交付通知書（はがき）に記載の
交付場所で受け取りを　◇はが
きに記載してある来庁期限を過
ぎていても、本市に居住し続け
ていれば、受け取りは可能です
◇マイナンバーの通知カードを
受け取っていない人は、住民票
の住所地を所管する本庁か各支
所の市民課・総務市民課へお問
い合わせを
② マイナンバーカード交付特設
会場は12月28日で終了します

◇来年１月４日以降のカード交
付（本庁分）は、別館１階の市民
課で行います　※第２・４日曜
日も開庁します
③ 住民基本台帳カードの電子証
明書の新規発行・更新は昨年
12月に終了しています

◇同カードの電子証明書の有効
期間経過後にインターネットに
よる確定申告（e-TAX）などの
手続きをするときは、マイナン
バーカードが必要です　◇マイ
ナンバーカードは申請から交付
まで約１カ月程度の期間を要し
ますので、早めの手続きを　
①～③共
◇詳しくは市ホームページか市
民課216-1221（D224-8959）へ

　県下最大の特産品コンクールである本コンクールで、応募の
あった食品部門117品、工芸・生活用品部門51品の中から、22商品
が鹿児島市長賞など各賞に決定しました。

「2016かごしまの新特産品コンクール」入賞商品決定

※その他の商品や販売情報は市ホームページをご覧ください
問産業支援課216-1323（D216-1303）

【鹿児島市長賞】

■食品部門　
　肉の名門島田屋 
　黒豚めしの素
　㈲島田屋

■工芸・生活
　用品部門
　奄美糸芭蕉紬
　ウォレット
　㈲中江絹織物

市 民 ギ ャ ラ リ ー
期　間 西別館・東別館 みなと大通り

別館２階
12月12日（月）～16日（金）

写真で振り返る市政
2016年（西別館１階）

─
12月19日（月）～22日（木） 28年度景観まちづ

くり学習作品展示12月26日（月）～28日（水）

１月４日（水）～６日（金）ほうずきのあかりコレクション（東別館１階） ─

問サンサンコールかごしま099-808-3333

マイナンバーカード

2016年（平成28年）12月号健康・福祉19 かごしま市民のひろば
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有効期限は来年１月まで
お口元気歯ッピー検診
◇昨年度に75歳の誕生日を迎え
た後期高齢者医療の被保険者を
対象とした口腔検診の受診券を
５月末に送付
しています　
◇受診券を紛
失したときは
再発行の手続
きが必要です　◇申請方法など
詳しくは県後期高齢者医療広域
連合206-1329（D206-1395）へ
地域で高齢者を見守りませんか
「ともしびグループ」募集
内地域の一人暮らしや寝たきり
の高齢者へ、声掛け活動や在宅
福祉に関する情報を提供をする
ボランティア（個人・団体）
◇申込方法など詳しくはサンサ
ンコールかごしま099-808-3333
（D長寿支援課224-1539）へ
医療関係者の皆さんへ
◇医師など
の免許を持
つ人は、法
律により２
年に１回、
12月31日現
在の住所、勤務先などを届け出
る必要があります　対①医師、
歯科医師、薬剤師、②保健師、
助産師、看護師、准看護師、歯
科衛生士、歯科技工士のうち、
その業務に従事している人　
◇調査票は今月中に各医療機関
などへ配布します　◇提出は来
年１月16日までに生活衛生課
258-2321（D258-2392）へ　※１
月以降は803-6881（D803-7026）
年末年始の献血にご協力を
◇年末年始は輸
血用血液が非常
に不足します　
◇献血プラザか
もいけクロス、
献血ルーム天文
館をご利用ください　問生活衛
生課258-2329（D258-2392）

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（定期接種）
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　
◇ 定期接種としての接種は生涯１回のみ。今年度対象となった人は
次年度以降対象とはなりません

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）

高齢者の予防接種（４面もご覧ください）

平成29年１月からセルフメディ
ケーション税制（医療費控除の
特例）が始まります

共通識別マーク

◇セルフメディケーション税制
は、定期健康診断などを受けて
いる人が、平成29年1月から薬
局などで対象の医薬品を購入し
たときにその購入費用について
所得控除を受けることができる
ものです　◇共通識別マークが
表示された対象医薬品の購入額
の合計が年間１万２千円を超え
るときは、その超える部分の金
額（上限８万８千円）が控除され
ます　◇対象商品については購
入薬局でお尋ねください　◇該
当する医薬品の領収書が平成29
年分以降の確定申告に必要とな
りますので保管しておきましょ
う　◇従来の医療費控除（年間
10万円以上の医療費を支払っ
たときの所得控除）との選択制
となり併用はで
きません　問市
民税課216-1171
（D216-1177）

■申請・お知らせ

■イベント・講座
認知症サポーター養成講座
内認知症の人への対応などビ
デオ上映を交えた講話　◇10人
以上のグループへ講師を派遣す
る「市民グループ向け講座」も
あります　対市内に住むか通
勤・通学する人　期来年１月14
日（土）10時30分～12時　所サン
エールかごしま　定50人程度　
料無料　申電話、ファクス、Ｅ
メールで住所、氏名、年齢、電
話番号を長寿あんしん相談セン
ター本部813-8555（D813-1041、
{anshin@kg-shien.org）へ

精神障害のある人の家族のた
めの教室
◇演題…ピアスタッフとして働
くこと～当事者、スタッフの立
場から～　◇講師…地域活動支
援センターひだまり職員　対市
内に住む精神障害のある人の家
族　期12月９日（金）14時～15時
30分　所精神保健福祉交流セン
ター（はーと・ぱーく）　定60人
（先着順）　料無料　申電話かフ
ァクスで住所、氏名、年齢、電
話番号を12月８日までに保健予
防課258-2351（D258-2392）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
（18～20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。

　毎月２回、24人の会員で集まり、体操や健康講座のほか、歌謡曲や
民謡を歌ったり、七夕やひな祭りの飾りを手作りしたりするなど楽し
く活動しています。また、西部保健センターで行われる健康まつりで
は、アドリブ満載の寸劇を披露するなど、とても明るい会員がそろっ
ています。
　みんなが集まるとすぐに盛り
上がるおしゃべりが何よりも楽
しみで、活動の時間中は常に笑
い声が絶えません。
　設立から16年続けてきたこの
活動が、さらに地域に広がって
いくよう、今後は仲間づくりに
も取り組みたいです。

精神保健福祉交流センター（はーと・ぱーく）の講座
講　座　名 内　容 日　時

①精神保健福祉講座
鮫島稔

とし
弥
や
氏（ウエルフェア

九州病院副院長）による統
合失調症に関する講話　

12月14日（水）
14時30分～16時30分

②まちかど交流講座
（クッキング）

フライパンで簡単！
パン作り

12月17日（土）
10時～13時

③はーと講座
　（パソコン教室）

初心者向け基礎講座
（ワード）

１月の毎週土曜日
10時～12時（全４回）

対市内に住む人　定①30人程度、②10人（超えたら抽選）、③４人（超
えたら抽選）　料①無料、②500円（材料費）、③540円程度（テキスト
代）　申①②は直接か電話で、③は往復はがきで講座名、住所、氏名、
年齢、電話番号を①12月12日、②12月11日、③12月18日（必着）までに
〒890-0063鴨池二丁目22-18はーと・ぱーく214-3352（D206-8571）へ

伊敷新
しんむら
村お達者クラブ

献血キャラクター
けんけつちゃん


