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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

●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、保健センター 問い合わせ先　

◇ 保健所（保健総務課・生活衛生課・保健予防課）は、本庁舎
別館３階へ移転したため、電話・ファクス番号が変わりま
した　
◇ 中央保健センターはこれまでどおり鴨池ビル（郡元電停前）
で業務を行っています　
問保健総務課803-6861（D803-7026）

暮らしの
ガイド
（16～18面）

市営墓地・納骨堂使用者募集
①墓地　計70区画程度（坂元・
唐湊・郡元・武岡（一般）・武岡
（芝）・宇宿・万田ケ宇都）　
②納骨堂　１壇（東谷山）　
①②共　
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（①は
３年以内に納骨施設（墓石）を建
立、②は遺骨を保有し１年以内
に納骨できること）　申直接、
所定の申請書を１月10日～31日
に環境衛生課216-1301（D216-
1292）か同谷山分室269-8463
（D260-4411）へ
水道料金・下水道使用料の
アパート料金制度
◇アパート料金制度は共同住宅
の各世帯の使用水量を均等とみ
なして料金を算定する制度です
対各戸に家事用の水道設備があ
る共同住宅の所有者　◇適用後、
世帯数などに変更があったとき
は届け出を　問水道局営業課
213-8514・8515（D259-1627）
飲用井戸・貯水槽水道の衛生管理
①飲用井戸
◇年１回は水質検査を　◇清潔
に保ち、ふたや内部にひび割れ
がないか定期的に点検を　◇人
や動物の侵入による汚染を防ぐ

◇ 夜間、黒っぽい色の服装は、車の運転手から見えづらくなります
◇外出するときは夜
　光反射材を身に着
　け、白や黄色など
　明るい色の服装を
　心掛けましょう
問安心安全課216-
  1209（D226-0748）

夜間の外出時は夜光反射材の活用を

市 民 ギ ャ ラ リ ー
展示期間 東別館１階

１月10日（火）～13日（金）「鹿児島市・萩市 友好交流に関する盟約」締結１周年記念 萩市観光ポスター展
１月16日（月）～20日（金）谷山写友会写真展

１月23日（月）～27日（金）桜島大根「種蒔きから収穫まで」写真パネル展示
１月30日（月）

～２月３日（金）写真展「Asia・アジア・あじあ」vol.15

２月６日（月）～10日（金）折遊かごしま
問サンサンコールかごしま099-808-3333

ごみや木の根を除去

市心身障害者総合福祉センター（ゆうあい館）
第５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
エクセル応用コース ２月７日～３月14日の

毎週火曜日（全６回）

10時～12時

肢体不自由者・内部障害者
ワードコース

13時～15時

対市内に住み、身体障害者手帳を持つ18歳以上でパソコンでの文
字入力が可能な人（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１月13日～30日（水曜日を除く）に
　ゆうあい館252-7900（D253-5332）へ

平成29年を示す

１月を示す

有効期限…平成29年１月

29
1

有効期限の表示例

夜間歩行者の見える距離（上向きライト時）

約50m
白っぽい服装

約120m
反射材着用

約30m
黒っぽい服装

ため、柵や鍵の設置を
②貯水槽水道
◇水槽内は年１回は清掃を　
◇日頃から蛇口の水の色、濁
り、臭い、味に注意を
①②共　
問環境衛生課216-1300（D216-
1292）、水道局給排水設備課
213-8522（D259-1627）
汚水ますは定期的に掃除を
◇風呂場や台
所の外に設け
てある汚水ま
す（特にトラッ
プますの底に
ある目皿）に付着したごみや木
の根は、詰まりの原因となりま
すので定期的に取り除いてくだ
さい　問水道局給排水設備課
213-8522（D259-1627）
子メーターの取り換え
◇マンションなどの各入居者の
水道や電気などの使用料を決め
るために設置している子メー
ターの有効期限は、水道メー
ターが８年、家庭用の電気メー
ターが10年です　◇管理者は有
効期限内に必ず取り換えを

問計量検査所256-5633（D256-
5829）
副葬品の自粛にご協力を
◇ダイオキシン
類などの発生を
防ぐため、副葬
品をひつぎに入
れないでください　問北部斎場
238-3636（D238-3637）、南部斎
場260-4900（D260-4901）

健康づくり教室・講座
内容など 日　時 場　所 問い合わせ先

①こころの健康教室
　泉
いず
尾
お
護
まもる
氏（中央保健セン

ター医師）による講話

１月13日（金）
14時～15時30分 東部保健センター

②ロコモ予防教室
　白

しら
木
き
信義氏（理学療法

士）による講話と実技

１月13日（金）
14時～16時 中央保健センター

③脳活性チャレンジ講座
　佐藤大輔氏（メンタルホ
スピタル鹿児島院長）に
よる講話

１月17日（火）
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
１月27日（金）
14時～16時

④脳卒中予防教室
　橋口良

よし
也
や
氏（厚地脳神経

外科病院神経内科部長）
による講話

１月20日（金）
14時～16時

北部保健センター

　神
かみ
之
の
門
かど
和子氏（運動指導

員）による実技と栄養士
による講話

１月26日（木）
14時～16時

　松岡秀樹氏（鹿児島医療
センター脳・血管内科
医長）による講話

２月２日（木）
14時～16時 松元支所 松元保健福

祉課

①～④共　対市内に住む人　定なし　料無料　申不要
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②は２月24日（いずれも消印有
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
※市ホームページからも申し込
めます
認知症等見守りメイト養成講座
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 ２月７日（火）２月14日（火）
土曜 ２月11日（祝）２月18日（土）

◇１日目と２日目の間に半日の
施設実習があります　所中央公
民館　※申込者には詳細を案内
します　定各30人程度　料無料
申電話かファクス、Ｅメールで
住所、氏名、年齢、電話番号、
希望するコースを１月23日まで
に長寿あんしん相談センター本
部813-8555（D813-1041、{an
shin@kg-shien.org）へ
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①１月18日（水）14時～15
時、②１月19日（木）14時～15時
所①かごしま市民福祉プラザ５
階、②谷山支所４階　料無料　
申不要　◇当日は介護保険証が
必要　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・生活支援サービス
従事者研修会
内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14日（火）・15日（水）
の９時30分～16時 鹿児島

アリー
ナ②３月16日（木）・17日（金）

の９時30分～16時
◇受け付けは９時から　◇①の
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、②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人程度　料無料　申電話かは
がき、ファクス、Ｅメールで
住所、氏名、年齢、電話番号、
受講希望日を①は１月27日、

■イベント・講座

ふれあい館杯ふうせんバレー
ボール交流大会
対知的障害者
（児）と家族か
団体　期３月
４日（土）10時
～14時30分　
所市知的障害
者福祉センター（ふれあい館）
定12チーム（１チーム６人以
上、ほかにも条件あり）　料無
料　◇申込期間…１月22日（日）
～２月11日（祝）　◇申込方法な
ど詳しくはふれあい館264-8711
（D264-8884）へ
ピア学びの講座
◇演題…強みを生かして、自分
らしく生活しよう～ストレング
ス視点を学ぶ～　◇講師…白澤
珠
しゅ
理
り
氏（精神保健福祉士）　対市

内に住む精神障害のある人　
期１月29日（日）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20人程度
料無料　申直接か電話で１月28
日までにはーと・ぱーく214-3352
（D206-8571）へ
精神障害のある人のための自分
らしい働き方講座～働くための
準備・働き続けるための方法～
◇演題…ピアスタッフとしての
働き方　◇講師…地域活動支援
センターひだまり職員ほか
対市内に住む精神障害のある人
期１月27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人程度
料無料　申電話で１月25日まで
に保健予防課803-6929（D803-
7026）へ
第８回スパランド裸

ら
・楽

ら
・良

ら

ニュースポーツ大会
内グラウンド・ゴルフやスカッ
トボールなど　期１月29日（日）
９時30分～13時（受け付けは９
時から）　定64人（超えたら抽
選）　料800円（昼食代・保険料）
申直接かはがき、ファクス、Ｅ
メールで住所、氏名、年齢、

生年月日、電話番号を１月20
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
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の
販売など　期１月15日（日）10時
～15時　所マリンピア喜入345-
1117（D345-3412）

パッチワーク教室（小物作り）
対市内に住む人　期１月25日
（水）13時30分～15時30分　所さ
くらじま白浜温泉センター
定10人程度　料無料　◇裁縫道
具が必要　申電話かファクスで
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
高齢者福祉センター郡山　
ふれあい教室
教室名 日　時 定員
郷土の
菓子づ
くり

２月15日、３月15日
の水曜日13時30分～
15時30分（全２回）

15人

春植え
の野菜
づくり

２月17日、３月17日
の金曜日13時30分～
15時30分（全２回）

20人

体が喜
ぶ薬膳
カレー

２月24日、３月10日
の金曜日10時～12時
30分（全２回）

10人

対市内に住む65歳以上の人　
◇定員を超えたら抽選　料無料
（教材費などは実費負担）　申往
復はがきに教室名、住所、氏名、
年齢、生年月日、性別、電話番
号を書いて、１月27日（必着）まで
に〒891-1105郡山町176高齢者
福祉センター郡山298-2278（D同
じ）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）

申し込みフォーム

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。

　平成22年に結成し、現在30人で月２回、イスに座って運動するチェ
アエクササイズなどに取り組んでいます。イスに座って行うので膝や
腰への負担が少なく安全に体力づくりができます。また、認知症予防
のために計算しながら体を動かすなど脳活性化トレーニングも取り入
れ、楽しみながら活動していま
す。
　明るいメンバーばかりなの
で、運動しながら会話がはず
み、笑いが絶えません。今後も、
自分の足で生活できる体力づく
りをモットーに、元気に活動を
続けていきたいです。

高齢者福祉センター吉野
自主学習グループ　　　　ラブリーチェア体操


