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講座・イベント 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　

手話講習会
①入門編（全23回）

会　場 日　時 定員
城西公民館 ４月16日（月）、４月24日～10月２日の毎週火曜

日19時～21時　※８月14日、９月11日を除く 各25人谷山市民会館

勤労青少年ホーム ４月25日～10月３日の毎週水曜日10時～12時　※８月15日を除く
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）
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障害福祉課へ

②基礎編（全27回）
会　場 日　時 定員

城西公民館 ４月16日（月）、４月24日～10月23日の毎週火曜日
19時～21時　※８月14日を除く 各25人谷山市民会館

吉野公民館 ４月16日（月）、４月24日～10月30日の毎週火曜日
19時～21時　※７月31日、８月14日を除く 20人

勤労青少年
ホーム

４月25日～11月14日の毎週水曜日13時30分～15
時30分　※８月15日、10月24日・31日を除く 25人

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）
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　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☎099-808-3333D216-1274（障害福
祉課）

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減塩メ
ニューを作ります。

教室名 日　時

①水曜料理教室 ５月９日～来年３月６日の第２水曜日10時～13時30分（８月を除く。11月・３月は第１水曜日、全10回）

②木曜料理教室 ５月17日～来年３月７日の第３木曜日10時～13時30分（８月を除く。11月・３月は第１木曜日、全10回）

③男性料理教室 ５月16日～来年３月13日の第３水曜日10時～13時30分（８月を除く。11月・３月は第２水曜日、全10回）
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15人
料１回600円程度（材料費）　
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23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

市税の納付は安心・便利な
口座振替で
◇金融機関や郵便局、納税課、
各支所の税務課（係）に備え付け
の口座振替依頼書で申し込みを
◇必要なもの…通帳、通帳印、
納税通知書　◇詳しくは市HPか
納税課☎216-1190D216-1196へ
国民年金のマイナンバーによ
る届け出・申請
◇今年３月から、国民年金の届
け出などにマイナンバーか基礎
年金番号を記載するようになり
ます　◇マイナンバーで届け出
をするときは、マイナンバーが
確認できる書類（通知カードな
ど）と本人確認書類（運転免許証
など）が必要です　※マイナン
バーカードがあれば、マイナン
バーの確認と本人確認が１枚で
できます　問サンサンコールか
ごしま☎099-808-3333
国民年金学生納付特例の申請を
◇学生納付特例の申請は、４月
～翌年３月までの１年ごとに必
要です。申請をしていない人は
早めに手続きを　◇必要なもの
…学生証か在学証明書、窓口に
来る人の本人確認書類（代理人
のときは委任状も必要）、印鑑、
マイナンバー確認書類か年金手
帳　※社会人から学生になった
人は、失業の証明が必要なこと
があります　◇申請は国民年金
課か各支所国民年金担当窓口へ
問サンサンコールかごしま
☎099-808-3333

災害時のための調査に
ご協力ください
◇市では、災害時の自力避難が

困難な重度の身体障害者や要介
護者などの名簿（同意した人の
み）を町内会や自主防災会と情
報共有しています　◇過去の大
規模災害では、地域住民が互い
に協力して救助や安否確認を
行って助かった例が多数ありま
す　◇３月から民生委員が調査
対象者の居宅を訪問しますの
で、ご協力ください　問危機管
理課☎216-1213D226-0748
春の全国交通安全運動
鹿児島市大会
◇春の全国
交通安全運
動（４月６
日～15日 ）
のオープニ
ング行事を行います　内①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、②式典…交通安全宣言、
交通指導広報隊出発式など　
期４月６日（金）10時30分～11時
30分　対どなたでも　◇参加者
には交通安全グッズをプレゼン
ト　所かんまちあ　料無料　
申不要　問安心安全課☎216-
1209D226-0748

水道メーターの検針にご協力を
◇２カ月に１
度、水道メー
ターの検針を
行っています
◇メーターボックスの中をきれ
いにする、上に駐車しない、物
を置かない、飼い犬は出入口や
メーターボックスから離してつ
なぐ、家の増改築などでメータ
ーの場所を移すときは検針しや
すい場所へ移すなど、ご協力を
お願いします　問水道局営業課
☎213-8514・8515D259-1627

固定資産の縦覧と閲覧

税・年金

生活環境
17面にも掲載しています

①土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
　固定資産税の納税者が、自己の資産と市内にある
他の土地や家屋の価格とを比較できる制度です。
期４月２日（月）～５月31日（木）の８時30分～
　17時15分（土・日曜日、休日を除く）
所資産税課、各支所の税務課（東桜島支所を除く）　料無料
問資産税課☎216-1180～1182・1185、各支所の税務課（東桜島支所を除く）
②固定資産課税台帳の閲覧
対固定資産税の納税義務者　所資産税課、各支所の税務課（係）
料縦覧期間中の納税義務者本人の閲覧は無料（縦覧期間以外は有料）
問資産税課☎216-1180、各支所の税務課（係）

①②共
◇必要なもの　 本人確認書類（マイナンバーカードや運転免許

証など）　※代理人は委任状も必要

今 月 の 納 期 国民健康保険税
介 護 保 険 料　 第10期 ４月２日まで後期高齢者医療保険料　第９期

⎩
⎨
⎧

たばこやこんろからの火災にご用心
火を取り扱うときは、細心の注意を払いましょう

安心安全
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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

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。 「みんなで一緒に歌うからこそ合唱は楽しい」

　昭和53年に結成し、現在21人で活動しています。とにかく歌うこと
が大好きなメンバーなので、経験や年齢に関係なくリラックスして合
唱を楽しんでいます。初めて挑戦する曲は難しくて苦手かもと思うこ
ともありますが、練習を重ねるにつれ、みんなの声がきれいなハーモ
ニーになってくると、だんだん
とその曲が好きになっていくこ
とも合唱の魅力です。メンバー
を増やして歌のレパートリーの
幅を広げ、みんなで楽しく歌い
続けていきたいです。

かごしま温泉健康プラザ 臨時休館
　施設整備のため３月17日（土）～20日（火）は臨時休館します。
問かごしま温泉健康プラザ☎252-8551D252-8556 

今年度の肺炎球菌予防接種費用
補助の期限は３月31日
対市内に住み、過去に肺炎球菌
予防接種を受けたことがない
①平成29年４月２日から平成30
年４月１日までに65歳、70歳、
75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、
100歳になる人、②60～64歳で
心臓、腎臓、呼吸器の機能に日
常生活が極度に制限されるなど
の障害がある人（身体障害者手
帳１級相当）　
◇定期接種と
しての接種は
生涯１回のみ。
今年度対象と
なった人は次年度以降対象にな
りません　◇自己負担額など詳
しくは保健予防課☎803-7023
D803-7026へ
今年度の不妊治療費助成申請
の期限は３月31日
内指定医療機関で行う体外受精
や顕微授精、それに伴う男性不
妊治療への補助　※上限額あり
対夫か妻の住所が本市にあり、
法律上の婚姻をしている、合計
所得（平成28年分）730万円未満
の夫婦　申詳しくは母子保健課
☎216-1485D216-1284へ
世界自閉症啓発デー（４月２日）・
発達障害啓発週間（４月２日～８日）
◇自閉症など発達障害の人は、
他人の意図や感情を直感的に理
解したり言葉を適切に使ったり
することなどが苦手で、学校や
職場でさまざまな困難に直面す
ることがあります　◇これらは
親のしつけや家庭環境によるも
のではなく、脳機能の発達が関
係する生まれつきの障害です
◇発達障害は見た目には障害が
あることが分かりにくいため、
行動や態度が誤解されることが
あります　◇発達障害の特徴を
知り、正しく理解することが
大切です　問障害福祉課☎216-
1272D216-1274

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（木）10時
～12時（９時30分から受け付け）
※雨天時はレクリエーションを
実施　定なし　料50円（参加料）
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
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（過
去に受講したことがある人を除
く）　期５月18日～９月21日の
毎月第３金曜日10時～13時（全
５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16
日から中央保健センターへ

市民グループに認知症サポーター
養成講座の講師を派遣します
◇65歳以上の４人に１人が認知
症かその予備群といわれていま
す　◇認知症の人や家族を応援
する認知症サポーターを養成し
ています　対あいご会や企業、
地域の成人学級など10人以上の
市民グループ　料無料　申詳し
くは長寿あんしん相談センター
本部☎813-8555D813-1041へ

医療・生活衛生 講座・イベント
18面にも掲載 いのち支える鹿児島市を目指して

喜入グリーンコーラス喜入公民館
自主学習グループ

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11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）
☎252-7900D253-5332

精神障害がある人のための
働き方講座
内神薗友紀氏（臨床心理士）によ
る自分らしくいきいきと働くた
めの講話　対市内に住む精神障
害のある人　期３月21日（祝）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　申電話で
３月19日までにはーと・ぱーく
☎070-1500-9696D206-8571へ
※火・日曜日を除く

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　◇講師…相星さゆ
り氏（臨床心理士）　対市内に住
む人　期３月16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
まちかど交流講座（手作り）
内花をあし
らったオリ
ジナルイニ
シャルオブ
ジェ作り　
対市内に住
む人　期３月21日（祝）10時～12
時　所精神保健福祉交流セン
ター（はーと・ぱーく）　定10人
料500円（材料費）　申往復はが
きに講座名、住所、氏名（ふり
がな）、電話番号、作りたいア
ルファベット２文字を書いて、
３月14日（必着）までに〒890-
0063鴨池二丁目22-18はーと・
ぱーく☎214-3352D206-8571へ

保健予防課 諏訪主任

　３月は自殺対策強化月間です。
　自殺の背景には、過労・生活困窮などさま
ざまな社会的要因があるといわれています。
　命や暮らしの危機に陥ったときには、誰か
に助けを求めることが大切です。
　一人一人が意識して、大切な命を守りま
しょう。

自殺対策強化月間 講演会＆ミニライブ　
◇講　師　清水康之氏（NPO法人ライフリンク代表）
◇アーティスト　松井亮太氏（元J-POPユニット「ワカバ」）
対市内に住む人　期３月18日（日）13時30分～16時
所中央公民館　定400人程度　料無料　
申郵送かファクス、メールで住所、氏名、年齢、電話番号、託
児希望者は子どもの氏名、年齢を３月16日（必着）までに〒892-
8677山下町11-1保健予防課☎803-6929D803-7026メールhoyobo-
tai@city.kagoshima.lg.jpへ

託


