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すこやか長寿まつり参加者募集
①ウオークラリー大会
内西郷隆盛や幕末維新に関する
薩摩の史跡を訪ね、問題を解い
たりゲームに参加したりするレ
クリエーション　期９月22日
（土）９時～13時　定200人
◇集合場所…天文館公園　
②ねんりんステージ
内市民参加ステ
―ジや女優の由
美かおる氏によ
る講演会など　
◇演題…心とか
らだの健康～西
野流呼吸法～
期10月６日（土）13時～17時　
所市民文化ホール　定900人
①②共　
対市内に住む人と家族など　
料無料　申所定の申込書かはが
き、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、電話番号を9月9日（必着）
までに〒890-0051高麗町5-25㈱
MBCサンステージ☎255-6144
D285-1161メールevent@sunstage.
co.jpへ

精神保健福祉ボランティア
養成講座
内精神障害者へのボランティア
の役割を学ぶ体験学習・施設見
学など　対市内に住む人　期10
月４日～25日の毎週木曜日と11
月２日（金）の13時30分～16時（全
５回）　所精神保健福祉交流セン
ター（はーと・ぱーく）　定30人
料無料　申はがきかファクスで
住所、氏名、年齢、電話番号、
受講の動機を９月21日（必着）ま
でに〒892-8677山下町11-1保健予
防課☎803-6929D803-7026へ
在宅医療と介護の連携推進講演会
内①在宅でのお
薬管理、②生活
習慣病とフレイ
ル予防に関する
講演　◇講師…①丸野桂太郎氏
（市薬剤師会）、②五反田満

みつゆき

幸氏
（市在宅医会）　対市内に住む人
期10月13日（土）14時～15時30分
所中央公民館　定200人　料無
料　申はがきかファクスで住所、
氏名、電話番号を９月28日（消
印有効）までに〒890-0064鴨池
新町7-1市在宅医療・介護連携
支援センター☎298-1037D252-
4800へ

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　

由美かおる氏

市心身障害者総合福祉センター（ゆうあい館）
第３期身体障害者パソコン講座
講座名 日　時

肢体・内部障害者年賀状作成
（応用）コース ★●

10月29日～12月３日の毎週月曜日
15時～17時（全６回）

肢体・内部障害者年賀状作成
（基礎）コース ★

10月29日～12月３日の毎週月曜日
18時～20時（全６回）

肢体・内部・聴覚障害者年賀状作成
（基礎）コース

10月30日～12月４日の毎週火曜日
18時～20時（全６回）

肢体・内部障害者年賀状作成
（基礎）コース ★

11月１日～12月６日の毎週木曜日
18時～20時（全６回）

内パソコンでの年賀状作成　
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
　９月７日～10月５日にゆうあい館☎252-7900D253-5332へ

１日レクリエーション
対　象 期　日 行き先 募集期間 申し込み先

①知的・発達
障害児（者）
と家族 

10月７日（日）指宿
方面

９月21日
まで

市手をつなぐ育成会
☎264-8725
D296-8180

②聴覚障害者 10月28日（日）霧島
方面

９月30日
まで

市聴覚障害者協会
D257-6422か
市ろうあ者相談室
D216-1275

③肢体・内部
障害者 11月４日（日）長島

方面
10月15日
まで

市身体障害者福祉協会
☎253-9771
D253-1426

④視覚障害者 11月11日（日）霧島
方面

９月10日～
28日

市視覚障害者協会
☎248-7946

料無料（昼食代は実費負担）
申①③④は電話で各申し込み先へ、②はファクス
で行事名、住所、氏名、ファクス番号、ろうあ
者か難聴者かを申し込み先へ

高齢者福祉センター与次郎 教養講座
講座名 日　時 定　員

ストレッチ講
座

10月３日～12月19日の第１・３水曜日、来年１
月16日・30日13時30分～15時（全８回）

各30人楽しいフォー
クダンス

10月９日～来年１月22日の第２・４火曜日10時
30分～12時（全８回）

懐かしの唱歌 10月９日～来年１月22日の第２・４火曜日14時
～15時30分（全８回）

脳若トレーニ
ング

10月10日～来年２月13日の第２・４水曜日10時
30分～12時（全８回）　※11月14日を除く 20人

ペン習字 10月12日～来年２月22日の第２・４金曜日10時
30分～12時（全10回）　※11月は第２・５金曜日 各30人

健康太極拳 10月12日～来年１月25日の第２・４金曜日13時
30分～15時（全８回）　※11月は第２・５金曜日

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）　
申往復はがきかファクスで講座名、住所、氏名、年齢、生年月日、
性別、電話番号を９月15日（必着）までに〒890-0062与次郎一丁
目10-6高齢者福祉センター与次郎☎250-3311D250-8011へ

成年後見センターを開所します
　成年後見制度の相談や利用支援などを行う成年後見センターを
かごしま市民福祉プラザ４階に開所します。

◇開所日時　10月１日（月）13時
◇開所時間　月～金曜日の８時
　　　　　　 30分～17時15分（祝・休

日、年末年始を除く）
※来所による相談は月・水・金曜日
のみ

◇相談料　無料
◇利用できる主なサービス　相談員による相談（電話・来所・訪
問）、弁護士・司法書士による相談（予約制）、地域での研修会
などに講師として相談員を派遣

■成年後見センター開所記念講演会
◇講師… 渡辺哲雄氏（NPO法人東

とうのう

濃成年
　　　　後見センター理事長）
◇演題…認知症になった波平さん
　　　　～わかりやすい成年後見制度～
対市内に住む人
期10月20日（土）14時～15時30分
所かごしま市民福祉プラザ
定250人程度
料無料
申はがきかファクスで住所、氏名、電話番号を９月30日（消印有効）
までに〒892-0816山下町15-1市成年後見センター☎210-7073

　D210-7103へ

■成年後見相談会
内成年後見制度（財産管理や福祉）に関する無料相談
期10月６日（土）10時～16時
所市勤労者交流センター（よかセンター）
料無料
問鹿児島県司法書士会☎256-0335D250-0463、公益社団法人成年
後見センター・リーガルサポート鹿児島支部☎251-5822D250-0463

渡辺哲雄氏

2018年（平成30年）９月号健康・福祉19 かごしま市民のひろば

　
　
　 

＋ 

＋
　

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。
迫力ある和太鼓の演奏で郡山を盛り上げます！

  「和太鼓で郡山を盛り上げよう」と15年ほど前に結成し、14人のメ
ンバーで月２回活動しています。和太鼓は全身を使って力強い音から
繊細な音まで表現します。全員の打ち出す音が重なり合ったときは、
聞く人の心を震わせる迫力ある演奏になっていると思います。
　練習の成果は、毎年恒例の
郡山夏まつりなどの行事で披
露しています。年代に関係な
く楽しめる和太鼓は魅力がた
くさんあるので、これからも
メンバーを増やしてさらに迫
力を増していきたいです。

郡山公民館　　　
自主学習グループ　こおりやま太鼓保存会

「平成30年度市民便利帳 市役所
手続きガイド」17ページの修正
◇修正箇所…「●障害者福祉」
の枠内にある身体障害者手帳・
療育手帳を返還するときに必要
なもの

誤 正

届出人のマ
イナンバー
カード

死亡者のマイナン
バーが確認できる
もの（身体障害者手
帳を返還する場合
のみ）

問障害福祉課☎216-1273D216-
1274
昨年度分の重度障害者市民福
祉手当の申請はお済みですか
対昨年10月１日現在、20歳以上
で本市に１年以上住む重度障害
者　◇申請期限…９月30日　
※今年度分は10月１日から受け
付け　問障害福祉課☎216-1273
D216-1274、各支所の福祉課・
保健福祉課
手話通訳者・要約筆記者の派遣
対市内に住む聴覚
障害者や聴覚障害
者とのコミュニケ
ーションに手話通訳や要約筆記
を必要とする人など　◇受け付
け…月～金曜日の９時～17時30
分（土・日曜日、休日、年末年
始を除く）　問市手話通訳者・
要約筆記者派遣運営協議会☎・
D219-5882
盲ろう者向け通訳・介助員派遣
◇盲ろう者（視覚と聴覚に障害
のある人）にコミュニケーショ
ンや移動などの支援を行う通
訳・介助員を派遣します　対市
内に住み、身体障害者手帳の視
覚・聴覚障害の総合等級が１級
か２級の人　※事前に利用登録
が必要　◇派遣内容…①社会活
動、入退院・通院、公的機関な
どへ移動するときの通訳・介助 
②盲ろう者の社会参加を促進す
るための支援（利用者との対面
以外の代筆・点訳・テープ朗読

福　祉
などを除く）　◇１日の利用は
原則８時間以内　◇費用…通
訳・介助員の業務時間内の交通
費などの経費（食事代は除く）　
問市視覚障害者協会☎・D248-
7946メールkagoshima-shisyokyo@
navy.plala.or.jp
老人（高齢者）クラブに
加入しませんか
◇同じ地域に住むおおむね60歳
以上の人が加入できます　◇健
康教室や親睦会などを通して、
地域の仲間と楽しく交流するほ
か、子どもの見守りや友愛活動な
ど、地域の一員としての支え合い
活動も行っています　問市老人
クラブ連合会☎・D253-1521、長
寿支援課☎216-1266D224-1539
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寄附や
交付金に転換できる制度に参加
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①９月
19日（水）②９月20日（木）の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

９月10日～16日は自殺予防週間
無料悩み相談会＆ミニレクチャー
◇日本の平成28年の自殺による
死亡者数は約２万１千人。本市
でも毎年100人前後で50～60歳代
が多く、深刻な社会問題となっ
ています　◇こころの相談、法
律相談などに応じます　期９月10
日（月）～14日（金）の18時～20時30
分　所勤労者交流センター（よか
センター）　問保健予防課☎803-
6929D803-7026

「元気高齢者」を活用しませんか
◇専門的な技術や
知識・経験を多く
の人に伝えるため
積極的な社会活動を行っている
高齢者を「元気高齢者」として登
録しています　◇老人クラブや
町内会の催し・講座などに講師
として派遣します　◇登録内容
…演奏、マジック、運動、講演、
パソコンなど　申詳しくは長寿支
援課☎216-1266D224-1539へ
９月24日～30日は結核予防週間
◇せき、たん、発熱、呼吸困難
など、風邪のような症状が２週
間以上続くときは早めに病院を
受診しましょう　問保健予防課
☎803-7023D803-7026
行楽シーズンの食中毒予防
◇お弁当作りは当
日に　◇調理前や
食べる前は手洗い
を　◇食材はしっかり加熱し、
冷ましてから詰めましょう　◇お
弁当の長時間の放置は危険です。
残ったときは廃棄を　問生活衛
生課☎803-6885D803-7026

「なんぷうジョブ・フィット」
モニター事業説明会
内シニア向け就労支援付き健康
管理サービス「なんぷうジョ
ブ・フィット」のモニター事業

説明会　対65歳以上の健康また
は就労に関心のある人　期９月
14日（金）13時30分～14時30分　
所南風病院　定100人　料無料
（モニターとして参加するとき
は自己負担金が必要）　申電話
かファクスで住所、氏名、年齢、
電話番号を前日までに南風病院
☎226-9111D226-5013へ　◇担
当課…産業創出課
健康づくり教室・講座

内　容 日　時

①脳活性チャレンジ講座
　高司佳代氏（運動指導
員）による講話

９月14日
（金）14時
～15時30
分

②消化器がん予防教室
　瀬戸山仁氏（県民総合
保健センター次長　
医師）による講話・体
験講話

10月２日
（火）14時
～16時

対市内に住む人　
所①中央保健セン
ター、②西部保健
センター　定なし
料無料　申不要　
問各保健センター
～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付き、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
18日（火）14時～16時　所東部保
健センター　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
９月13日から保健予防課☎803-
6929D803-7026へ

健康・生活衛生

講座・イベント
18面にも掲載

相談・お知らせ

保健福祉総合相談・案内窓口をご利用ください

　保健・福祉部門のさまざまな相談に応じま
す。手話通訳者も常駐していますので、どな
たでも悩み事などお気軽にご相談ください。

所本庁本館１階、谷山支所１階　
問保健福祉総合相談・案内窓口（本庁）
　☎216-1241D216-1491
　保健福祉総合相談・案内窓口（谷山支所）
　☎269-2111D267-6555


