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養護老人ホーム喜入園「六月灯」
内ボンボン釣り、かき氷や綿菓
子の配布、踊りなど　期７月20
日（木）18時～20時　所喜入園　
問喜入園☎・D345-0106
障害者スポーツ短期講座
コース 日　時

ボッチ
ャ

８月５日・19日、９月２
日・16日、10月７日の土曜
日10時～12時（全５回）

内ルールの説明や実技の講座
対市内に住み、18歳以上の身体
障害者手帳を持つ人　所市心身
障害者総合福祉センター（ゆう
あい館）　定10人　料無料　
申電話かファクスで講座名、住
所、氏名、年齢、電話番号を７
月10日～20日にゆうあい館
☎252-7900D253-5332へ

障害者委託訓練生募集
コース 定員 募集期間
パソコン
事務科 13人 ７月１日（土）

～21日（金）
介護サー
ビス科 ８人 ７月10日（月）

～８月４日（金）
◇訓練期間は３カ月程度　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　料無料（教材費は自己負
担）　申募集期間中に最寄りのハ
ローワークへ　問鹿児島障害者
職業能力開発校☎0996-44-2206
D0996-44-2207
ピア学びの講座
◇精神保健福祉士が進行役とな
り、グループで日ごろの思いや
悩みなど自由に語り合います　
対市内に住む精神障害のある人
期７月16日（日）14時～16時　
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７月15
日までにはーと・ぱーく☎214-
3352D206-8571へ

イベント・講座
18面・19面

●谷山福祉部福祉課 谷山支所内
☎269-8472･8473 D267-6555

●伊敷福祉課 伊敷支所内
☎229-2113 D229-6894

●吉野福祉課 吉野支所内
☎244-7379 D243-0816

●吉田保健福祉課 吉田支所内
☎294-1214 D294-3352

●桜島保健福祉課 桜島支所内
☎293-2360 D293-3744

●喜入保健福祉課 喜入支所内
☎345-3755 D345-2600

●松元保健福祉課 松元支所内
☎278-5417 D278-4189

●郡山保健福祉課 郡山支所内
☎298-2114 D298-2916

●中央保健センター 鴨池二丁目25-1-11
☎258-2364 D258-2392

●北部保健センター 吉野町3275-3

☎244-5693 D244-5698
●東部保健センター 本庁西別館１階

☎216-1310 D216-1308
●西部保健センター 永吉二丁目21-6

☎252-8522 D252-8541
●南部保健センター 西谷山一丁目3-2

☎268-2315 D268-2928
●吉田地区保健センター 本城町1687-2

☎294-1215 D294-3352
●喜入地区保健センター 喜入町6100

☎345-3434 D345-3437

　各支所の福祉課・保健福祉課、保健センター 問い合わせ先　

市知的障害者福祉センター（ふれあい館）のイベント・講座

市心身障害者総合福祉センター（ゆうあい館）
第２期身体障害者パソコン講座

■スポーツ＆レクリエーション交流大会
内フロッカー、ネットネットリレーなど６種目
対小学生以上の知的障害者（児）と家族・介助者、
　知的障害者（児）の福祉施設・団体の利用者（小
学生以上）　※５人１チーム
期８月３日（木）10時～12時　
定10チーム程度　料無料
申ファクスでふれあい館にある申込書を７月22日までに同館
　☎264-8711D264-8884へ　

■ふれあい講座（夏休み期）
講　座　名 開　催　日 時　間

①レッツ！スポーツ ７月26日（水）、８月29日（火）
13時30分～
14時30分

②ちびっこボール ７月27日（木）、８月25日（金）
③工作ひろば ８月８日（火）・10日（木）
④ビッグアート ８月17日（木）
対 市内に住む療育手帳の交付を受けているか障害の程度が同程度
と認められる小学生以上高校生以下の人と家族
料無料　申詳しくは同館☎264-8711D264-8884へ

コース 日　時
視覚障害者ワープロ基礎
（マイワード）コース

８月20日～10月８日の毎週日曜日10時～12時
（全６回）　※９月24日、10月１日を除く

肢体・内部障害者ワード
応用コース ★●

８月20日～10月８日の毎週日曜日13時～15時
（全６回）　※９月24日、10月１日を除く

肢体・内部障害者エクセ
ル基礎コース ★●

8月21日～10月23日の毎週月曜日13時～15時
（全６回）　※９月18日・25日、10月２日・９
日を除く

内文章や表計算の作成、パソコン操作の基礎の学習
対市内に住み、身体障害者手帳を持つ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。●はパソコンでの文字入
力が可能な人が対象）
定各６人　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７月11日～８月３日に
　同館☎252-7900D253-5332へ

健康のための教室・講座
内　容 日　時 場　所

①脳卒中予防教室
  （１回目）　橋口 良也氏（厚地脳神経外科
病院医師）による脳卒中とその予防の講話

７月14日（金）
14時～15時30分 東部保健

センター  （２回目）　大田 勝也氏（厚地脳神経外科
病院健康運動指導士）による運動実技、管
理栄養士による講話

７月20日（木）
14時～16時

②シニア世代のこころの健康教室
　・ 泉

いず
尾
お
 護（中央保健センター所長）による

うつ病と睡眠に関する講話

７月20日（木）
14時～16時

中央保健
センター

③脳卒中予防教室
　・ 髙

たか
司
し
 佳代氏（運動指導員）による講話と

運動実技、管理栄養士による講話

７月21日（金）
13時30分～
15時30分

吉田地区
保健セン
ター

対市内に住む人　定なし　料無料　申不要　問各保健センター

第６回すこやか長寿まつり　参加者募集
　高齢者の生きがいづくり、健康づくりを推進し、家族・地域と
のつながりを実感できるイベントです。

Aねんりんステージ
内各種目最高齢者表彰、市民参加ステージ、
　加

か く
来 耕三氏（歴史家・作家）による講演

対市内に住む人と家族
期10月14日（土）13時～17時
所市民文化ホール第２　定900人　料無料

Bスポーツ・文化イベント
イベント 対　象 日　時 場　所

①グラウン
ド・ゴルフ
大会

市内に住む60歳以上の
人が３人以上いるチー
ム（１チーム５人）

９月５日（火）か
６日（水）の８時
30分～

かごしま健康の
森公園

②ゲートボー
ル大会

市内に住む60歳以上の
人

９月15日（金）
８時30分～

鹿児島ふれあい
スポーツランド

③高齢者作品
展

市内に住む60歳以上の
人

９月14日（木）～
19日（火）
※19日は14時まで

イオン鹿児島鴨
池店

④ウオークラ
リー大会

市内に住む60歳以上の
人がいるチーム

９月23日（土）
９時～

かんまちあ　
※集合場所

⑤ソフトテニ
ス大会

市内に住む60歳以上の
ペア（男・女ダブルス、
混合ダブルス）

９月30日（土）
８時30分～ 東開庭球場

料無料
◇申込期限　 AとBの④⑤９月10日、Bの①～③８月６日（いず

れも必着）
申Aは往復はがきかファクス、メールで催し名、参加者全員（５
人まで）の住所・氏名・生年月日・電話番号を、Bは所定の申
込書を申込期限までに〒890-0051高麗町5-25㈱ＭＢＣサンス
テージ☎255-6144D285-1161メールevent@sunstage.co.jpへ

　※申込書は長寿支援課、各支所、地域福祉館などにあります
問長寿支援課☎216-1266D224-1539

加来 耕三氏
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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
ア活動に対して
ポイントを付与
し、貯まったポ
イントを交付金に転換や寄付す
ることができる制度に参加する
ための説明会　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①７月27日
（木）14時～15時、②７月28日
（金）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☎221-6072D221-6075
在宅医療と介護のご案内
◇医療や介護を必要とする高齢
者が住み慣れた地域で暮らし続
けることができるよう、医療や
介護の専門職が連携して在宅で
の生活を支えます　◇在宅医療
と介護の相談は、かかりつけ医
や介護支援専門員、最寄りの長
寿あんしん相談センターへ　
問長寿あんしん相談センター本
部☎813-1040D813-1041

「認知症等見守りメイト」を
利用しませんか
◇ボランティアの「認知症等見
守りメイト」が認知症と思われ
る高齢者などにあいさつや声掛
けなどの見守り、家族への支援
などを行います　申詳しくは長
寿あんしん相談センター本部
☎813-8555か最寄りの長寿あん
しん相談センターへ

紙おむつなどの助成事業
内在宅の人は現物支給。入院中
（介護療養病床を除く）の人は月
額4000円を限度に購入費を助成
対紙おむつを使用している65歳
以上で住民税非課税世帯の人
（生活保護世帯や介護保険対象
施設入所者を除く）　問サンサ
ンコールかごしま☎099-808-
3333D224-1539（長寿支援課）

福　祉

健康・生活衛生

イベント・講座
18面・19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。

  「近所付き合いのようなつながりを」。大原地区の４集落で結成し、
現在月２回、15人のメンバーで活動しています。ゲームやカラオケをし
たり、懐

なつ
メロに合わせて体操をしたりするなど、いつも楽しく盛り上が

ります。近所付き合いのように、家族の話や家で採れた野菜の話に花が
咲きます。今は吉田福祉セン
ターで開催される「ふれあい
交流発表会」で手話での歌を
披露するため、みんなで練習
中です。これからも、メンバー
を増やし、地域のつながりの
輪を広げていきたいです。

大原お達者クラブ

夏の蚊にご注意ください
◇暑い時期は蚊が
発生しやすくな
り、特にヒトスジ
シマカは、ジカ熱
やデング熱といっ
た感染症を媒介するため注意が
必要です　◇蚊の発生を防ぐに
は、空き缶や遊具などのくぼみ
にできやすい小さな水たまりを
作らないことが大切です　◇や
ぶなどに近づくときは、虫よけ
剤を使用し、長袖・長ズボンの
着用を心掛けましょう　問保健
予防課☎803-7023D803-7026
HTLV- １（ヒトＴ細胞白血病
ウイルス１型）の無料検査
対16歳以上の検査を希望する
人（妊婦を除く）　期毎月第１・３
月曜日の13時30分～15時　※要予
約　所東部保健センター　問保
健予防課☎803-7023D803-7026
７月24日～30日は肝臓週間
◇肝炎は早期治療・早期発見が
重要です　◇肝炎に気がつかな
いうちに肝硬変や肝がんに至る
こともあります　◇各保健セン
ターでは無料検査を実施してい
ます　◇日時など詳しくは保健
予防課☎803-7023D803-7026へ
７月は愛の血液助け合い運動月間
◇輸血を必要とす
る人のため、献血
へのご理解とご協
力をお願いします
◇献血プラザかも
いけクロス、献血
ルーム・天文館、移動献血バス
をご利用ください　問生活衛生
課☎803-6881D803-7026
石綿（アスベスト）による健康
被害の救済制度があります
◇労災保険法などで補償されな
い、石綿による中皮腫や肺がん
などを発症している人と、石
綿健康被害救済法の施行前に
これらの疾病で亡くなった人
の遺族に、医療費などが支給
されます　問保健予防課☎803-
6927D803-7026

介護予防・生活支援サービス
従事者研修会
内介護予防・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）　※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
（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　期８月21日（月）・22日
（火）の９時30分～16時（９時から
受け付け）　所鹿児島アリーナ
定50人程度（先着順）　料無料
申電話か郵送、ファクス、メー
ルで住所、氏名、年齢、電話番
号を８月９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-
1040D813-1041メールanshin@kg-
shien.orgへ　※市HPからも申
し込めます
運動普及推進員養成講座
対市内に住むおおむね70歳まで
の運動がで
きる健康な
人で、健康
づくりのた
めの運動を
推進するボ
ランティア活動のできる人　
期８月30日～10月４日の毎週水
曜日13時15分～16時（全６回）　
※４、５回目は火曜日に実施　
所中央保健センターなど　定40
人程度　料100円（保険料）　
申電話かはがきで講座名、住所、
氏名、生年月日、電話番号を７
月31日（必着）までに〒890-8543鴨
池二丁目25-1-11中央保健セン
ター☎258-2369へ

軽費老人ホーム谷山荘入居者募集
対市内に住む60歳以上で自炊が
でき、家庭環境や住宅事情など
の理由で現在の住まいでの生活
が困難な人　※所得制限あり
料１人用居室（月額）１万1000円、
２人用居室（月額）１万5400円　
問軽費老人ホーム谷山荘☎・
D267-1396
夏の感染症予防
◇外出後や食事前には手洗い・
うがいをしてウイルスによる感
染症を予防しましょう　◇プー
ル熱（咽

いんとう

頭結
けつまくねつ

膜熱）…39度前後の
高熱やのどの痛み、目の充血　
◇手足口病…口の中や手足の水

すい

疱
ほう

性の発しんや発熱、のどの痛
み　◇ヘルパンギーナ…発熱や
口の中の水疱性の発しん（いわ
ゆる「夏かぜ」）　問保健予防課
☎803-7023D803-7026

食中毒が起きやすい夏場の
お弁当作りのポイント
◇調理前、食べ
る前は手洗いを
◇調理器具は十
分に洗浄、消毒
をして使う　◇食材はしっかり
加熱し、冷ましてから詰める　
◇保冷剤などを活用し温度管理
を適切に　問生活衛生課☎803-
6885D803-7026

献血キャラクター
けんけつちゃん

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　共＝共通事項　HP＝ホームページ　託＝託児あり

講座・催しなどで、特に記載がないものは
●誰でも参加（申し込み）可　　　●応募多数のときは抽選


