
2017年（平成29年）８月号 18健康・福祉かごしま市民のひろば

　
　
　 

＋ 

＋
　

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そばじゅい（汁）・
いこもち、②つあんつあん（落
花生入炊き込みご飯）・鶏焼酎
煮、③がね・あずきかん　対市
内に住む人　期①10月５日（木）、
②11月２日（木）、③12月７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９月１日から西部保健
センターへ
吉田福祉センター健康講座
内リンパ足裏マッサージ　対市
内に住む人　期９月６日～27日
の毎週水曜日10時～11時30分（全
４回）　定15人　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８月25日までに吉田
福祉センター☎294-1825D294-
4701へ

食生活改善推進員養成講座
場　所 曜日 定員

東部保健センター 火 各25人中央保健センター 水
内栄養の基礎知識の講義や調理
実習など　対講座修了後、ボラ
ンティア活動ができる人　期９
月６日（水）～来年２月27日（火）
に月１～２回開催（全10回）　
◇９月６日はかごしま市民福祉
プラザで13時30分から合同開講
式を開催　◇２回目以降の開催
時間はおおむね９時30分～13時
30分　料無料（教材費は実費負
担）　申電話で８月31日までに
受講希望の保健センターへ
知的障害者ふれあいスポーツ大会
内かけっこ、綱引き、玉入れな
ど　対市内に住む知的障害者と
家族　期９月17
日（日）９時～15
時　所鹿児島国
際大学　料無料
申電話で８月17日までに吉野学
園☎243-0141か障害福祉課
☎216-1272へ

イベント・講座
19面にも掲載

●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　

健康づくり教室・講座
内　容 日　時 場　所

①脳活性チャレンジ講座
   （１回目）　原田 信

のぶ
哉
や
氏（花野クリニック

院長）による講話

８月16日（水）
13時30分～15時 西部保健

センター
 （２回目）　中村 幸

みゆき
氏（運動指導員）と西部

保健センター保健師による実技と講話
８月24日（木）
14時～16時

②脳活性チャレンジ講座
　 高

たか
司
し
 佳代氏（運動指導員）による実技と管

理栄養士による講話

８月30日（水）
13時30分～16時 松元支所

③ロコモ（ひざ痛・腰痛）予防教室
　 五十峯 淳一氏（八反丸リハビリテーショ
ン病院理学療法士）による講話と実技

８時30日（水）
14時～15時30分

東部保健
センター

④脳活性チャレンジ講座
   （１回目）　伊地知 大

だいすけ
亮氏（厚地脳神経外

科病院臨床心理士）による講話

９月１日（金）
14時～15時30分 吉田地区

保健セン
ター （２回目）　高

たか
司
し
 佳代氏（運動指導員）による

実技と管理栄養士による講話

９月15日（金）
13時30分～
15時30分

⑤脳活性チャレンジ講座
　 濵田 努氏（きいれ浜田クリニック院長）に
よる講話

９月５日（火）
14時～16時

喜入地区
保健セン
ター

⑥こころの健康教室
　小城 くみこ氏（坂之上病院医師）による講話

９月７日（木）
14時～15時30分

南部保健
センター

対市内に住む人　定なし　料無料　申不要　
問①③⑤⑥各保健センター、②松元保健福祉課、④吉田保健福祉課

精神保健福祉交流センター（はーと・ぱーく）の講座
①まちかど交流講座（クッキング）
内中華料理の講座　
対市内に住む人　
期８月25日（金）10時～13時
定10人　料500円程度（材料費）

②はーと講座（パソコン教室）
内エクセル講座（パソコンの文字入力ができる人が対象）
対市内に住む精神障害のある人
　※精神障害者保健福祉手帳などの証明が必要
期９月９日～30日の毎週土曜日10時～12時（全４回）
定４人　料540円程度（テキスト代）

①②共
申 往復はがきに講座名、住所、氏名、年齢、電話番号（①はアレル
ギーの有無も）を書いて、①は８月14日、②は８月21日（いずれも
必着）までに〒890-0063鴨池二丁目22-18はーと・ぱーく☎214-
3352D206-8571へ

障害者スポーツ短期講座
（バドミントン）
内ルールの習得や実技の講座
対市内に住み、18歳以上の身体
障害者手帳などを持つ人　期９
月８日・22日、10月６日・20日、
11月10日の金曜日18時30分～20
時30分（全５回）　所市心身障害
者総合福祉センター（ゆうあい
館）　定10人程度　料無料　
申電話かファクスで住所、氏
名、年齢、電話番号を８月10日
～19日にゆうあい館☎252-7900
D253-5332へ

第51回身体障害者体育大会
内陸上競技、
フライング
ディスクなど
対市内に住む
15歳以上の身
体障害者手帳を持つ人　期10月
１日（日）９時30分～14時45分　
所ハートピアかごしま　料無料
申電話で８月24日までに市身体
障害者団体協議会事務局☎253-
9771D253-1426か障害福祉課
☎216-1272、各支所の福祉課・
保健福祉課へ

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。 「作品には、これまでの人生が自然と反映される気がします」

　結成して20年あまり、現在は16人の会員で月２回活動しています。
作品のイメージを形にするのは難しいと思うこともありますが、意見交
換をして仲間の作品から刺激を受けながら制作しています。完成させた
ときは達成感があります。また、展覧会に行ったり勉強会を開いたり、
より良い作品作りのための情
報収集も欠かせません。会員
同士のコミュニケーションも
大切にしていて、毎年開催し
ている新年会も盛り上がりま
す。興味がある人は、一緒に
体験してみませんか？

城西公民館自主学習グループ　木彫りの会

2017年（平成29年）８月号健康・福祉19 かごしま市民のひろば
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高齢者いきいきポイント推進事業
転換交付金の申請受け付け
◇いきいき高齢者の活動でたま
ったポイントを交付金に転換で
きます　◇今年度から交付金を
市社会福祉協議会へ寄付できる
ようになりました　◇申請方法
…いきいき手帳、印鑑（認印で
可）、本人名義の振込先通帳、
特定（長寿）健診を受診したこと
が分かる書類（受診者のみ）を市
社会福祉協議会ボランティアセ
ンターへ提出　◇受付期間…８
月２日（水）～９月30日（土）　
問市社会福祉協議会ボランティ
アセンター☎221-6072D221-
6075、長寿あんしん課☎216-
1186D224-1539
かごしま市チャレンジド大賞
◇障害のある
人・団体や、
障害のある人
々を積極的に
支援している
個人・団体を募集します　◇社
会貢献部門、産業就労部門、文
化・スポーツ部門、サポート部
門の各部門１人（団体）を表彰　
◇応募期限…９月15日（消印有
効）　申詳しくは障害福祉課
☎216-1272D216-1274へ
８月は食品衛生月間です
◇食中毒防止などのパネル展を
行います　期８月18日（金）11時
～15時　所イオンモール鹿児島
問生活衛生課☎803-6885D803-
7026　

加熱不十分な食肉による
食中毒に注意
◇腸管出血性大腸菌などの食中
毒や感染症が多発する時期です
◇食肉は十分に加熱しましょう
（75℃以上で１分以上）　◇生肉
の調理に使用した器具はよく洗
浄し熱湯などで消毒を　◇手洗
いを小まめに行うなど予防に努
めましょう　問生活衛生課
☎803-6885D803-7026
介護予防・日常生活支援総合
事業の事業者説明会
内介護予防・日常生活支援総合
事業の運用上の留意事項や新規
事業者参入を促進するための事
業者向け説明会　対希望する事
業者など　期８月25日（金）10時
～11時30分、14時～15時30分　
所中央公民館　定各200人程度
料無料　申ファクス、メールで
住所、事業者名、電話番号を８
月18日（必着）までに〒892-8677
山下町11-1長寿あんしん課
☎216-1186D224-1539メールchou
juanshin-chi@city.kagoshi
ma.lg.jpへ

福祉・生活衛生
20面にも掲載

イベント・講座
18面にも掲載

用紙かはがき、ファクスで住所、
氏名、年齢、性別、電話番号
を９月４日（必着）までに〒891-
1102東俣町1450スパランド裸・
楽・良☎245-7070D245-7088へ
認知症あんしんセミナー
◇演題…認知症の早期発見から
治療・対応・支援について～認
知症ケアパス～　◇講師…長友 
医
い

継
つぎ

氏（認知症サポート医）　
◇相談員による相談コーナーも
あります　対市内に住む人　
期９月15日（金）13時30分～15時
所サンエールかごしま　定200人
程度　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、相談の有無
を８月31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-
8555D813-1041メールanshin@kg-
shien.orgへ

感染症講演会
演　題 講　師
HIV感染
症につい
て

古川 良尚氏（鹿児島大
学病院輸血・細胞治療部
講師）

ノロウイ
ルス感染
対策

濵田 憲子（市立病院感
染管理認定看護師）

結核につ
いて

藤本 俊裕（中央保健セ
ンター医長）

期８月18日（金）13時30分～16時
30分　所市民文化ホール　
定なし　料無料　申不要　問保
健予防課☎803-7023D803-7026

家族介護交流会
内笠沙方面での施設見学などに
よる交流会　対市内に住む要支
援以上の高齢者を介護している
人　期10月６日（金）９時～17時
定45人　料500円（旅行会社が当
日集金）　◇当日は、介護を受
けている高齢者は短期入所・訪
問介護・通所介護のいずれかを
無料で利用可　申はがきに介護
者と介護を受けている人の住
所、氏名、電話番号、続柄、要
介護度、希望する介護サービス
の種類と利用施設名を書いて、
８月31日（必着）までに〒892-
8677山下町11-1長寿支援課
☎216-1267D224-1539へ
精神障害のある人の家族の
ための教室
◇演題…障害年金について　
対市内に住む精神障害のある人
の家族　期８月17日（木）14時30
分～16時　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
８月15日までに保健予防課
☎803-6929D803-7026へ
～みんなで取り組む自殺対策～
ゲートキーパー養成講座（初級編）
内「悩んでいる人に気づき、声
を掛け、話を聞いて、必要な支
援につなげ、見守る人」を養成
する講座　対市内に住む人　
期９月７日（木）14時～16時　
所勤労者交流センター（よかセ
ンター）　定50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８
月14日～31日に保健予防課
☎803-6929D803-7026へ

敬老の日企画いきいき健康クラブ
内健康体操やグ
ラウンド・ゴルフ
など　対おおむ
ね60歳以上の簡
単な運動ができる人　期９月15
日（金）10時～13時30分　所スパ
ランド裸

ら

・楽
ら

・良
ら

　定40人　
料500円（昼食代を含む）　申ス
パランド裸・楽・良にある申込

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

高齢者福祉センター教養講座
場所・問い合わせ先 所在地 講　座　名 日　時 定員 回数 開講日

高齢者福祉センター谷山
☎268-3331D268-1550

〒891-0117
西谷山一丁目1-7

楽しい健康レクリエーション 第１・３土曜日の10時～11時30分
各30 各10

９月２日
ニコニコ健康体操 第１・３火曜日の15時～16時30分 ９月５日
いきいき脳若トレーニング 第１・３木曜日の15時～16時30分 ９月７日
懐かしのあの唱この唱 第２・４火曜日の９時30分～11時 ９月12日

高齢者福祉センター吉野
☎244-5681D244-5641

〒892-0871
吉野町3275-3

楽しい唱歌 第１・３土曜日の14時～15時30分 各25 各10
９月２日

ゆったりヨガ 第２・４金曜日の14時～15時30分 ９月８日
みんなのフォーク＆レクダンス 第２・４火曜日の10時～11時30分 30 ９月12日すこやか健康体操 第２・４火曜日の14時～15時30分 25 ８
はじめての絵手紙 第２・４水曜日の10時～12時 20 10 ９月13日

高齢者福祉センター伊敷
☎220-3700D220-3711

〒890-0005
下伊敷一丁目10-3

脳の活性化に役立つ健康体操 第１・３水曜日の14時～15時30分 各30
各10

９月６日
はじめてのペン習字 第１・３木曜日の10時～11時30分 ９月７日
ワク！ワク！楽しい縫物始めませんか 第２・４火曜日の10時～12時

各20
９月12日

楽しい絵手紙 第２・４水曜日の13時30分～15時30分 ９月13日
伊敷地区の歴史を学ぼう 第２・４木曜日の10時～12時 ８ ９月14日

高齢者福祉センター郡山
☎・D298-2278

〒891-1105
郡山町176

やさしい切り絵講座 第１・３水曜日の10時～11時30分 15
各10

９月６日
歌う懐メロ歌謡講座 第２・４火曜日の13時30分～15時 30 ９月12日
季節の家庭料理講座 第２・４木曜日の10時～12時30分 10 ９月14日健康運動指導士による体操講座 第２・４木曜日の13時30分～15時 20

高齢者福祉センター桜島
☎293-2951D293-2969

〒891-1417
桜島横山町
1722-17

グラウンド・ゴルフ 毎月10日・20日の９時～10時30分 35
各10

９月10日
エコクラフト（初級） 第２・４水曜日の10時～11時30分 各15 ９月13日エコクラフト（中級） 第２・４水曜日の13時30分～15時
いきいき健康体操 第２・４水曜日の10時～11時30分 20

高齢者福祉センター与次郎
☎250-3311D250-8011

〒890-0062
与次郎一丁目10-6

おいしいお茶の入れ方、趣味の家庭菜園、リラックスヨガ、遺言・相続について、健康づくりにピラ
ティス、はじめての絵手紙教室（基礎編・応用編）、生前整理教室、太極拳、施設見学など13の講座（い
ずれも毎週火曜日）　※時間や定員など詳しくは同センターへ

対市内に住む65歳以上の人　料無料（材料費などは実費負担）　
申往復はがき（１枚１講座）かファクスで講座名、住所、氏名、年齢、生年月日、電話番号かファクス番号を
　８月20日（必着）までに各高齢者福祉センターへ


