
2018年（平成30年）１月号子育てガイド、健康・福祉21 かごしま市民のひろば
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夢すくすくねっと

子育て応援ポータル
サイトで子育てに役
立つ情報をチェック！

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

市民福祉手当（重度障害者（児）
手当）の申請
対昨年10月１
日（20歳未満
の人は昨年４
月１日）現在
で本市に１年
以上住み、身体障害者・精神障
害者手帳１・２級や療育手帳Ａ1・
Ａ2・Ｂ1を持ち、今年度申請をし
ていない人（特別障害者手当など
の受給者や一部の福祉施設入所
者などを除く）　◇申請期限…20
歳未満の人は３月30日まで、20
歳以上の人は９月28日まで　
申手帳、申請者名義の通帳、印
鑑（認め印可）を持って障害福祉
課☎216-1273D216-1274か各支
所の福祉課・保健福祉課へ
福祉有償運送の申請受け付け
◇自家用車を使っ
て、障害のある人
などを有償で病院
などに送迎する事
業を行うには、市が設置する福
祉有償運送運営協議会で協議
後、県交通政策課へ申請し登録
を受ける必要があります　対社
会福祉法人、ＮＰＯ法人など　
◇受付期間…１月５日（金）～15
日（月）　◇車両…福祉車両やセ
ダンなどの一般車両　※事業
者、車両などには条件がありま
す　問障害福祉課☎216-1273
D216-1274
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、たまったポイントを交付金
に転換したり寄付したりできる
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①１月17日（水）14時～15
時、②１月18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　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
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２月14日（水）・15日（木）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　料無料　申電話かはが
き、ファクス、メールで住所、
氏名、年齢、電話番号を１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☎813-1040D813-1041
メールseikatsu@kg-shien.orgへ　
※市HPからも申し込みできます
ケアハウスを利用しませんか
◇ケアハウスは個室で生活しな
がら食事、入浴などの基本的
サービスの提供を受けられる施
設です　対60歳以上で自炊でき
ない程度の身体機能の低下が認
められ、独立して生活するには
不安な人　料入居時に預り金や
前年の収入に応じた利用料（毎
月８～21万円程度）を負担

施設名 問い合わせ先
大原の里（本名町） ☎294-2510
寿楽苑（下田町） ☎248-5151
優和の里（吉野町） ☎243-0565
シルバーフラット
武岡台（小野町） ☎283-6870

ケアハウス出会い坂
（草牟田一丁目） ☎223-3138

ケアハウス照国（照国町）☎226-3141
ケアハウス西陵
（西陵一丁目） ☎282-4373

クレール下荒田
（下荒田二丁目） ☎255-5521

ライフイン鴨池
（下荒田四丁目） ☎213-5222

夾
きょう
竹
ちく
灯
とう
 （山田町） ☎264-6715

ケアハウスしゅうゆう
（山田町） ☎275-9881

にじの郷小松原
（小松原一丁目） ☎210-5130

桜の苑
その
（下福元町） ☎284-6383

旭ケ丘園（平川町） ☎262-2222
サンファミリーきいれ
（喜入前之浜町） ☎343-1885

はたちの献血キャンペーン
◇新成人を迎える皆さんの、献
血へのご理解とご協力をお願い
します　◇献血場所…献血プラ
ザかもいけクロス（鴨池新町）
☎257-3141、献血ルーム・天文
館（東千石町）☎222-6511　問生
活衛生課☎803-6881D803-7026
インフルエンザを予防しましょう
①マスクの着用
など咳

せき

エチケッ
トを、②外出後
の手洗い・うが
いを、③十分な
休養とバランスのとれた食生活
を、④人混みや繁華街への外出
を控える　問保健予防課☎803-
7023D803-7026

健康・生活衛生

福　祉子育て支援施設
22面にも掲載  応募要領は22面 

講　座　名 対　象 日　時 定員

な
か
ま
っ
ち

①ピアサロン:ピース☆プルマ
ム「吉留先生の体操教室」

就学前の多胎
児と家族

１月13日（土）
14時～15時

なし

②家計のやりくり（生活費編）

就学前の子ど
もと家族、妊
娠中の人

１月20日（土）
10時～11時30分

③ピアサロン:発達が気になる
親子の会「はじめての療育
＆先輩ママと語ろうかい」

１月29日（月）
10時～11時30分

④劇団「風の子」観劇会 ２月４日（日）
14時～15時

なかまっちは１月26日（金）、施設点検のため休館します

た
に
っ
こ
り
ん

⑤看護師講話
　～赤ちゃんの肌ケア～ 託

就学前の子ど
もと家族

１月12日（金）
10時～11時 なし

⑥バスボム作り　　　 託 就学前の子どもの母親
１月16日（火）
10時～11時 10組

⑦おともだちいっぱい
　（６～９カ月）

６～９カ月の
第１子と母親

１月26日（金）
10時～11時

25組
（当日
先着順） 

⑧節分会 就学前の子ど
もと家族

２月３日（土）
10時～11時 なし

な
か
よ
し
の

⑨ハイハイよちよちレース
就学前の子ど
もと家族

１月21日（日）
10時30分～11時
14時30分～15時

なし

⑩お箸講座
　お箸の持ち方・握り方 託

１月24日（水）
10時～11時

10組
（先着順）

⑪スマイルマタニティ
　～はじめてのスタイ作り～ 託 妊娠中の人

１月28日（日）
10時～11時

12組
（先着順）

⑫節分の会 就学前の子ど
もと家族

２月３日（土）
10時～11時 なし

い
し
き
ら
ら

⑬１月生まれの
　お誕生会

就学前の子ど
もと家族

１月17日（水）
カード作り
９時～９時45分
誕生会
10時～11時

なし

⑭おはなしなぁに？？
　～絵本の時間～

１月24日（水）
10時～11時

10組
（先着順）

⑮わくわく作ろう
　～季節の飾り～

１月26日（金）・
27日（土）の
10時～11時

各10組
（当日
先着順）

⑯みんなで豆まきをしよう！
～節分の会～

２月１日（木）
10時～11時 なし

◇受講決定者には受講票を送付か電話連絡
料無料　
申⑥は１月10日までに、⑩⑭は１月10日から、⑪は１月14日から直
接窓口か電話、ファクス、メールで各親子つどいの広場へ

　※他は不要
◇託児は生後２カ月～就学前の子ども

高齢者福祉セン
ター伊敷との
共同イベント！

◇開館時間　９時～17時　◇休館日　12月29日～１月３日
■なかまっち（東部）　〒892-0827中町4-13　
　☎226-5539 D  226-0655 メール  nakamatch@sand.ocn.ne.jp
■たにっこりん（南部）〒891-0117西谷山一丁目3-2　
　☎266-6501  D  266-6502 メール  tanikkorin@kagoshima-swc.jp
■なかよしの（北部）　〒892-0871吉野町3256-1
　☎243-3255 D  243-3256 メール  nakayoshino@iaa.itkeeper.ne.jp
■いしきらら（西部）　〒890-0005下伊敷一丁目10-3
　☎220-1200 D  220-1213 メール  ishikirara@iaa.itkeeper.ne.jp

親子つどいの広場


