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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
☎258-2364 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　

食生活改善推進員と学ぶ健康づくり料理教室
　生活習慣病の予防に役立つ、栄養バランスのとれた適塩メニュー
を作ります

教室名 日　時

①水曜料理教室
５月10日～来年３月７日の第２水曜日10時～13時
30分（８月を除く。３月のみ第１水曜日、全10回）

②木曜料理教室
５月18日～来年３月８日の第３木曜日10時～13時
30分（８月を除く。３月のみ第２木曜日、全10回）

③男性料理教室
５月17日～来年３月14日の第３水曜日10時～13時
30分（８月を除く。３月のみ第２水曜日、全10回）

①～③共
対市内に住み、全日程の受講が可能な人
　（③は男性のみ）　
所北部保健センター　
定各16人（超えたら抽選）
料１回600円程度（材料代）　
申 往復はがきに希望する教室名、住所、氏名、
年齢、電話番号を書いて、３月24日（必着）までに〒892-0871吉野町
3275-3食生活改善推進員協議会事務局（北部保健センター内）へ

市民歌をご活用ください
◇市民歌は市民としての連帯感
を高め、郷土に生きる喜びと将
来の飛躍を象徴する歌として、
昭和47年の太陽国体を記念して
制定されました　◇総務部総務
課と各支所でＣＤ、カセット

暮らしの
ガイド

テープの貸し出しを行っていま
す　◇地域の行事や合唱などで
ご活用ください　◇市ホーム
ページで実際に視聴でき、楽譜
を掲載しています　問総務部総
務課216-1125（D224-8900）
犬の飼い主の皆さんへ
◇散歩中の犬のふんは必ず持ち
帰り、おしっこはペットボトル
などに入れた水で流すなど気配
りをしましょう　◇放し飼いは
危険です。散歩のときは必ず引
き綱を付けましょう　◇飼い犬
がいなくなったときや、亡く
なったときはすぐに保健所に
連絡を　問生活衛生課803-6905
（D803-7026）

（16 ～18面）

健康づくり教室・講座
①こころの健康教室
◇演　題　高齢期のうつとその予防について
　　　　　～ほっと一息、しませんか～　
◇講　師　佐藤祐

ます
美
み
氏（県民総合保健センター嘱託医）　

対市内に住む人　
期３月17日（金）14時～15時30分
所北部保健センター
定なし　料無料　申不要
問北部保健センター

②こころの健康づくり講演会
◇演　題　ストレスについて考えよう
◇講　師　 森岡玲子氏（鹿児島国際大学学生相談室臨床心理士）
対市内に住む人　
期３月22日（水）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３月17日までに保健予防課803-6929（D803-7026）へ

③まちかど交流講座（手作り）
内スイーツデコで作るメモスタンド　
対市内に住む人　
期３月25日（土）14時～16時30分
所精神保健福祉交流センター（はーと・ぱーく）
定10人（超えたら抽選）　料400円程度（材料代）　
申往復はがきに講座名、住所、氏名、年齢、電話番号を書いて、３月
16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

　春の全国交通安全運動（４月６日～15日）のオープニング行事と
して、みんなで力を合わせて春の交通安全運動を推進することを
誓い合い、市民総ぐるみで交通事故を防止するため開催します。
参加者には、もれなく交通安全グッズを差し上げます。どなたで
も参加できます。ぜひご参加ください。
•オープニングイベント… 県警音楽隊によるふれあいコンサート、

腹話術
•式典… 交通安全宣言、交通指導広報隊
　　　　出発式など
•春の全国交通安全運動キャンペーン
期４月６日（木）10時15分～12時
所かんまちあ　料無料　申不要
問安心安全課216-1209（D226-0748）

春の全国交通安全運動鹿児島市大会

期　間 東別館１階 みなと大通り別館２階
３月13日（月）
～17日（金）　 鹿児島フォトサロン写真展 ─

３月21日（火）
～24日（金）

平成28年度明るい選挙啓発
ポスター、作文、標語コン
クール作品展示会

─

３月27日（月）
～31日（金） 松元写友会写真展 第４回鹿児島市景観ま

ちづくり賞パネル展
４月３日（月）
～７日（金） 鹿児島市竹工芸講座作品展 ─

問サンサンコールかごしま099-808-3333

市民ギャラリー

事業者向け情報

　お知らせ　
◇「中小企業のひろば」３月号を発行します
商工業の経営に役立つ情報を掲載して
います。年４回（３・６・９・12月）発
行し、市内の中小企業に配布するほ
か、市ホームページでもご覧いただけ
ます
問雇用推進課216-1325（D216-1303）

　補助制度などの案内　
◇ 新規開業者向け創業支援資金（融資利
用時の保証料補助と利子補給）

　問産業支援課216-1324（D216-1303）
◇ 企業立地促進補助金（製造業、情報通信業関連、本社機能など
の新増設に対する補助）

　問産業創出課216-1314（D216-1303）

詳しくは
市ホームページで

事業者向けページ
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②基礎編（全27回）
対市内に住む
18歳以上の人
で、市町村が
実施した手話
講習会入門編
を修了した人（難聴者、聴覚障
害者を除く）　
会  場 日  時 定員

勤労青少年
ホーム（４月
19日開講）

毎週水曜日
10時～12時

各
25人

城西公民館
（４月24日開
講） 毎週月曜日

19時～21時谷山市民会
館（４月24日
開講）
申電話で３月16日までにサンサ
ンコールかごしまへ
①②共　
定超えたら抽選　料無料（テキ
スト代は自己負担）　問サンサ
ンコールかごしま099-808-3333
（D障害福祉課216-1274）
さくらじま白浜温泉センター
陶芸教室
対市内に住む人
期３月15日（水）
14時～16時
定10人程度　
料1500円（材料代など）
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
マリンピア喜入のイベント
①道の駅喜入　喜

き

楽
らく

市
内喜入地域の農産物や特産品な
どの販売　期３月19日（日）10時
～15時
②第18回いきいきウオーキング
◇喜入地区の自然に触れながら
健康づくりにチャレンジしませ
んか　◇コース…マリンピア喜
入～グリーンファームの往復
（約14㎞、上りや下りの坂が多
いコース）　期３月25日（土）９
時～12時30分（８時30分から受

ゆうあい館交流フェスタ
内心身障害者との交流で親睦を
深めるイベント（演芸、バザー、
お楽しみ抽選会など）　対どな
たでも　期３月12日（日）10時～
15時　料無料　問市心身障害者
総合福祉センター（ゆうあい館）
252-7900（D253-5332）
手話講習会
①入門編（全23回）
対市内に住む18歳以上で、聴覚
障害者との交流やボランティア
活動を行うために手話を習得し
ようとする人（難聴者、聴覚障
害者を除く）
会　場 日　時 定員

勤労青少年
ホーム（４月
19日開講）

毎週水曜日
13時30分～
15時30分

各
25人

城西公民館
（４月24日開
講） 毎週月曜日

19時～21時谷山市民会
館（４月24日
開講）
吉野公民館
（５月９日開
講）

毎週火曜日
19時～21時 20人

申往復はがきに住所、氏名（ふり
がな）、年齢、職業、電話番号、
希望会場、受講理由を書いて、
３月16日（必着）までに〒892-8677
山下町11-1障害福祉課216-1272へ

■イベント・講座

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。

　結成から20年以上活動を続けており、現在は13人で月２回、季節の
タペストリーの制作などを行っています。布片を縫い合わせるパッチ
ワークは、きれいな作品に仕上げるためにさまざまな工夫が必要なた
め、みんなで教え合いながら作品作りを楽しんでいます。また、ギャ
ラリー見学やランチ会の開催など、メンバー同士の親睦を深める活動
も楽しみの一つです。
　今後は、老人ホームなど
での出張教室やイベントへ
の作品提供など、パッチ
ワークを通した地域貢献に
も取り組みたいです。

桜島公民館自主学習
グループ　　　　　　パッチワーク教室

け付け）　※小雨決行　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３月18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.syna
pse.ne.jp）へ
いきいき桜ウオークinかんまちあ
◇桜の季節、心地よくそよぐ春
風に吹かれながら、健康づくり
に効果的なウオーキングを楽し
みませんか　◇コース…かんま
ちあ～石橋記念公園を往復（約
３㎞）　対市内に住む人　期３
月29日（水）10時～12時（９時30分
から受け付け）　※雨天時は屋内
でレクリエーションを実施
定なし　料50円（保険料）　申不
要（当日、かんまちあ屋根付き
イベント広場に集合）　◇でき
るだけ公共交通機関をご利用く
ださい（有料駐車場あり）　問中
央保健センター

スパランド裸
ら
・楽
ら
・良
ら
のイベント

①らららカルチャー前期講座
内フラダンス、洋裁、三味線、
日本舞踊、演歌カラオケなど
期４月～９月　◇開催場所、定
員、料金は各講座によって異な
ります　◇申込期限…３月17日
（必着）　◇申込方法など詳しく
はスパランド裸・楽・良245-7070
（D245-7088）へ

②第24回いきいきウオーキング
◇郡山地域の自然や名所を巡る
ウオーキングとスパランド裸・
楽・良の温泉を楽しみませんか
◇ロングコース（14㎞）かショー
トコース（９㎞）を選択　期４月
２日（日）９時15分～（８時45分
から受け付け）　※小雨決行
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（400円）
が必要　申直接かはがき、ファ
クス、Ｅメールで住所、氏名、
生年月日、性別、電話番号、希
望するコース、昼食の要・不要
を３月23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
精神障害がある人のための
自分らしい働き方講座
◇演題…みんなでラップを体験
しよう！～仕事を継続するため
の道具箱　◇講師…HOP STEP 
WRAP かごっま　※WRAP（ラ
ップ）…精神的に困難を抱えた
人が元気であり続けるために自
分で作る行動プラン（元気回復
行動プラン）　対市内に住む精
神障害のある人　期３月24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３月23日までに保健予
防課803-6929（D803-7026）へ
にこにこ料理教室
（健康づくり料理教室）
内食生活改善推進員による料理
教室　対市内に住む18歳以上
で、全日程の受講が可能な人（に
こにこ料理教室を受講したこと
がある人を除く）　期５月19日
～来年２月16日の毎月第３金曜
日10時～13時（年10回）　所中央
保健センター　定20人（先着順）
料１回600円程度（材料代）
申電話で３月15日から中央保健
センターへ


