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12月は大気汚染防止推進月間
◇12月は自動車交通量の増加な
どにより大気汚染物質濃度が高
くなる傾向があります　◇自転
車や公共交通機関の利用を心掛
けましょう　◇暖房の温度設定
は適切に　◇エコドライブの実
践をしましょう　問環境保全課
☎216-1297D216-1292

12月は地球温暖化防止月間
◇本市では再生可能エネルギー
の導入を推進しており、太陽光
発電の設置への補助や生ごみな
どからバイオガスを発生させる
施設の整備などを行っています
◇一人一人のライフスタイルに
合わせ、身近なことから地球
温暖化対策に取り組みませんか
◇補助内容など詳しくは市HPか
再生可能エネルギー推進課
☎216-1479D216-1292へ
野外焼却は禁止されています
◇廃棄物の野外焼却（野焼き）は
一部例外を除き、廃棄物処理法
で禁止されています　◇違反す
ると罰則が科せられることがあ
ります　◇詳しくは市HPか廃棄
物指導課☎216-1289D216-1292へ

12月10日～来年１月10日は年末
年始の交通事故防止運動期間
◇自動車を運転するときは、速
度を抑えて早めのライト点灯を
◇道路を横断するときは十分な
安全確認を　◇夕暮れ時などに
外出するときは夜光反射材の着
用を　問安心安全課☎216-1209
  

交通遺児へあなたの善意を
◇交通事故の撲滅と交通安全を
願って寄せられた市民の皆さん
の善意の寄付金で、小・中学生
の交通遺児などに毎年２回、図
書カードなどを贈呈しています
◇寄付金は年間を通じて受け付
けています　問安心安全課
☎216-1209D226-0748
軌道敷の右折時は市電に注意
◇市電は急に止まれません　
◇車で軌道敷を右折するときは
右後方から市電が接近していな
いか必ず確認しましょう　
問交通局電車事
業課☎257-2116
D257-2119

水道管を寒さから守りましょう
◇気温が氷点
下になると水
道管内の水が
凍結すること
があります　
◇凍結を防ぐには屋外でむき出
しの水道管に専用の保温材を巻
き、テープで留めてください
◇凍結により破裂したときは、
メーターボックス内の止水栓を
閉め、水道局指定給水装置工事
事業者に修繕を依頼してくださ
い　問水道局給排水設備課
☎213-8522D259-1627
水漏れの確認を
◇家庭の蛇口を全
部閉めてもパイ
ロットが回転して
いるときは、漏水
の可能性がありま
すので、すぐに連絡を　◇蛇口
やトイレの漏水など自分で確認
できるときは、水道局指定給水
装置工事事業者に修繕を依頼し
てください　問水道局お客様料
金センター☎812-6171D812-6175
市営住宅の入居申し込み
◇入居者の募集
案内書を住宅課、
各支所、鴨池・
鹿児島中央駅市
民サービスステーションで配布
しています　◇詳しくは募集案
内書か市HPをご覧ください　
問住宅課☎216-1362D216-1389
耐震アドバイザーの派遣
◇耐震対策に関す
る専門的な知識を
持つアドバイザー
を派遣します　
対一戸建て住宅（平成12年５月
31日以前着工）を所有する人か
相続人　料無料　◇派遣場所…
対象住宅　◇派遣回数…１棟に
つき１回　◇派遣時間…１時間
程度　問建築指導課☎216-1358
D216-1389

かごしまクールチョイス情報
誌を配布しています
◇身近な地球
温暖化対策の
取り組みの紹
介や提案をし
ています
◇本庁や各支
所、大型商業
施設のほか市
HPにも掲載しています　問環境
政策課☎216-1296D216-1292

環　境

水道・住まい

今 月 の 納 期 国民健康保険税
介 護 保 険 料　 第７期 12月28日固定資産税・都市計画税　第４期

後期高齢者医療保険料　第６期

⎩
⎨
⎧

パイロット
水道メーター

サイドミラーを確認！

保温材

約50m
白っぽい服装

約120m
反射材着用

約30m
黒っぽい服装

夜間歩行者の見える距離（上向きライト時）

交通安全
17面にも掲載

年末年始　マナーアップで事故防止

年末年始の献血にご協力を
◇年末年始は輸血用血液が非常に不足します
◇献血プラザかもいけクロス（鴨池新町）、献
　血ルーム・天文館（東千石町）をご利用くだ
　さい
問生活衛生課☎803-6881D803-7026

献血キャラクター
けんけつちゃん

こころの健康教室
◇演題…ストレスとこころ
　　　　～ストレスとうまく付き合うために
◇講師…長友医

い
継
つぎ
氏（医療法人玉水会病院医師）

対市内に住む人　期12月14日（金）14時～15時30分
所東部保健センター　定なし　料無料　申不要　
問東部保健センター 長友 医継氏

冬の感染症にご用心
インフルエンザやノロウイルスによる感染性胃腸炎などの感染

症は冬季に流行します。日頃から予防を心掛けましょう。
◇マスクは正しく着用を　◇手洗いは念入りに
◇食品は十分に加熱を　◇ワクチンがあるものは予防接種を受ける
◇バランスの良い食事と十分な睡眠を取り免疫力を高める
◇嘔

おう

吐
と

物や便などで汚れた場所はしっかり消毒を

咳
せき

やくしゃみをするときは、マスクやティッ
シュペーパー、ハンカチ、袖を使って口や鼻を
覆って、家族や周りの人にうつさないよう「咳

せき

エチケット」を守りましょう。
保健予防課
嶋田 保健師問保健予防課☎803-7023D803-7026

精神保健福祉交流センター（はーと・ぱーく）の講座

①②共
申①は直接か電話で12月10日、②は往復はがきに講座名、
住所、氏名、年齢、電話番号を書いて、12月18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

①精神保健福祉講座
内吉牟田泰

ひろ
史
ふみ
氏（尾辻病院精神科医）による

　統合失調症と大人の発達障害に関する講座
対市内に住む人　期12月14日（金）14時～16時
定30人程度　料無料

②はーと講座（パソコン教室）
内初心者向け基礎講座（ワード）
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・診察券などの証明が必要
期来年１月５日～26日の毎週土曜日10時～12時（全４回）
定４人　料540円（テキスト代）

●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　
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「西郷どん倶
く

楽
ら

部
ぶ

」体験者募集
内身体・認知機能を高めるため
の簡単なトレーニングとカラオ
ケ　対市内に住む65歳以上の人
期来年２月までの毎週１回13時
～15時　※月４回まで参加可
所望

ぼう

郷
きょう

酒場 彩
あや

（山之口町）など
定15人程度　料１カ月目は無料、
２カ月目以降１月当たり3000円
申電話かファクス、メールで住
所、氏名、生年月日、性別、電
話番号を12月21日までにNPO
法人かごしま地域健康支援工房
☎800-3745D294-1148メールkagoti
cke10@gmail.comへ　
◇担当課…産業創出課

こころで描く絵画展
20周年記念展
内精神障害のある人たちが描く
絵画展　期12月18日（火）～23日
（祝）の９時30分～18時　※最終
日は16時まで　所市立美術館
料無料　問保健予防課☎803-
6929D803-7026

認知症サポーター養成講座
内認知症の人への対応などの講
話　対市内に住むか通勤・通学
する人　期来年１月19日（土）10
時30分～12時　所谷山サザンホ
ール　定200人　料無料　申電話
かファクス、メールで住所、氏
名、性別、年齢、電話番号を長
寿あんしん相談センター本部
☎813-8555D813-1041メールninchi-
entry@kg-shien.orgへ

高齢者の予防接種
Aインフルエンザ
対市内に住む①65歳以上の人、
②60歳～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
（内部障害１級相当）　◇自己負
担額…1500円
B肺炎球菌
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30年４月２日から来年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歳～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（内部障害１級相
当）　◇自己負担額…3000円
AB 共
◇必要なもの…住所、年齢が確
認できるもの、②は身体障害者
手帳や医師の診断書なども必要
◇接種場所…委託医療機関　　
◇生活保護受給者と市民税非課
税世帯の人は無料（証明が必要）
◇接種期限　来年３月31日　問保
健予防課☎803-7023D803-7026
有効期限は来年１月31日まで
お口元気歯ッピー検診
◇昨年度に75歳の誕生日を迎え
た後期高齢者医療の被保険者を
対象とした口

こう

腔
くう

検診の受診券を
５月末に送付しています　◇受
診券を紛失したときは再発行の
手続きが必要です　申詳しくは
県後期高齢者医療広域連合☎206-
1329D206-1395へ

HTLV-1（ヒトＴ細胞白血病
ウイルス１型）の無料検査
対妊婦を除く16歳以上の人
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

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

福　祉

医　療

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。 大切な人へ文字で気持ちを伝えたい

　「美しく、正しく」という優子先生の教えの下、楽しく活動しています。ペ
ン習字は、書き順、はね、角度などを一つ一つ確認しながら書きます。先生の
添削や仲間の書く文字を見ることで自分の癖に気付くことができ、さらに上
達できるところに奥の深さを感じま
す。
　これから年賀状をしたためます。
新年に温かい気持ちになってもらえ
るよう、心を込めて書き進めていき
たいです。
※グループ名は優子先生に書いてもらいました

敬老パス・すこやか入浴
①敬老パス
◇満70歳の誕生日の２週間前か
ら敬老パスの交付が受けられま
す（利用は誕生日から）　※友愛
タクシー券の交付を受けている
70歳以上の人は入浴機能のみの
敬老パスを交付　◇必要なもの
…顔写真１枚（縦４㎝×横３㎝
で３カ月以内に撮影したもの）、
印鑑、身分証（保険証など）
※受け取りは本人のみ
②すこやか入浴
◇70歳以上の人が敬老パスか友
愛パスを公衆浴場組合に加盟し
ている市内の公衆浴場に提示す
ると、100円で入浴できます
※回数制限あり
①②共
問サンサンコールかごしま
☎099-808-3333D224-1539（長
寿支援課）
養護老人ホーム入園者募集
施設名 所在地

いしき園 西伊敷四丁目
慈眼寺寿光園 慈眼寺町
喜入園 喜入町
対原則65歳以上で食事・入浴など
が自分ででき、環境上の事情や経
済的理由により現在の住まいで養
護を受けることが困難な人　◇見
学や相談も随時受け付けていま
す（要予約）　問長寿あんしん課
☎216-1186D224-1539、谷山福祉
部福祉課☎269-8472D267-6555
住宅改造費の補助
内65歳以上の人や重度身体障害
者の身体状況に合わせた住宅に
改造するための費用の一部補助
※所得制限あり　対介護認定（要
支援以上）を受けた65歳以上の
人か身体障害者手帳１・２級の人
問高齢者は長寿支援課☎216-
1266D224-1539、障害者は障害
福祉課☎216-1273D216-1274
リフォームヘルパーの派遣
内リフォームヘルパーによる住
宅改造などの相談や助言　対65
歳以上の人か身体障害者手帳

医療関係の免許を持つ人の届け出
◇医師免許などを持つ人は、法
律により２年に１回、12月31日
現在の住所、勤務先などを届け
出る必要があります　対①医師、
歯科医師、薬剤師、②保健師、
助産師、看護師、准看護師、歯科
衛生士、歯科技工士のうちその
業務に従事している人　◇調査
票は今月中に各医療機関などに
配布します　◇来年１月15日ま
でに生活衛生課☎803-6881D803-
7026へ

健康・生活衛生 講座・イベント

高齢者福祉センター与次郎
自主学習グループ

１・２級の人など　料無料　
問高齢者は長寿支援課☎216-12
67D224-1539、障害者は障害福
祉課☎216-1273D216-1274
高額障害福祉サービス等給付
費の支給
内今年４月以降に利用した障害
福祉相当介護保険サービスの利
用者負担分を支給　対一定の要
件を満たす生活保護・市民税非
課税世帯の人で65歳になる日の
前５年間にわたり、居宅介護な
どの介護保険相当障害福祉サー
ビスの支給を受け、引き続きこ
れらに相当する介護保険サービ
スを受けている人　※申請が必
要　◇対象者には申請書を送付
します　問障害福祉課☎216-
1304D216-1274、谷山福祉部福
祉課☎269-8472D267-6555、保
健予防課☎803-6929D803-7026
福祉機器のリユース（再利用）
◇不用になった福祉機器をご提
供ください　◇対象機器…特殊
寝台、エアーパッド、車椅子、
歩行補助用具（歩行器、手押し
車、つえ）　※使用可能な物に限
る　◇市内に住み、障害・高齢・
疾病などのため機器が必要な人
は、希望する機器を登録してく
ださい　◇機器は提供者に保管
していただき、随時あっせんし
ます　※運搬費などは譲り受け
を希望する人の負担　問市心身
障害者総合福祉センター（ゆう
あい館）☎252-7900D253-5332


