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井戸の水質調査を行っています
◇地下水の汚染状況を把握する
ため、５年周期で地域を変えな
がら井戸の水質調査を実施して
います　◇来年度の調査予定地
域…伊敷・吉野・下田・花野・
千年・玉里・坂元・下福元・平
川・錫山・喜入　◇井戸を使用
している人は環境保全課☎216-
1297D216-1292へ連絡を
子メーターは有効期限内ですか
◇マンションなどで各入居者の
水道や電気などの使用料を決め
るために設置している子メータ
ーの有効期限は、水道メーター
が８年、家庭用の電気メーター
が10年です　◇管理者は有効期
限内に必ず取り換えを　問市計
量検査所☎256-5633D256-5829

インターネット公売のお知らせ
◇滞納処分で
差し押さえた
物品をYahoo!
官公庁オーク
ションで公売します　◇申込期
間…１月８日（火）13時～22日
（火）23時　◇競り売り期間…１
月29日（火）13時～31日（木）23時
申詳しくは市HPかYahoo!官公
庁オークションHP、特別滞納整
理課☎216-1195へ

年金・税

おしらせ・募集
17面にも掲載

だいじょうぶ ひとりじゃないよ 手をつなごう
（「人権の花運動」実施小学校の作品より）

◇ 犯罪被害者やその家族は、精神的ショックのほか、マスコミの報道やうわさなどによる
ストレスなど二次被害も生じています。一人一人の正しい理解と思いやりが必要です

今 月 の 納 期 国民健康保険税
介 護 保 険 料　 第８期 １月31日市 県 民 税　第４期

後期高齢者医療保険料　第７期

⎩
⎨
⎧

20歳になったら国民年金に加入を
◇年金は老後だけでなく、障害
や死亡のとき、自分や家族を
守ってくれます　◇保険料を納
められないときは、学生納付特
例か免除・納付猶予の申請を　
問サンサンコールかごしま
☎099-808-3333
市税の口座振替済の通知
◇口座振替済の通知（２月発送）
を希望し、届け出をしていない
人は手続きが必要です　申直接
か電話、ファクスで通知書に記
載されている整理番号を納税課
☎216-1190D216-1196へ

水道料金・下水道使用料の
アパート料金制度
◇共同住宅の各世帯の使用水量
を均等とみなして料金を算定す
る制度があります　対各戸に家
事用の水道設備がある共同住宅
の所有者　問水道局お客様料金
センター☎812-6171D812-6175
汚水ますは定期的に掃除を
◇風呂場や台所
の外に設けてあ
る汚水ます（特に
トラップますの
底にある目皿）に
付着したごみや木の根は、詰ま
りの原因となりますので、定期
的に取り除いてください　問水
道局給排水設備課☎213-8522
D259-1627

市有地（宅地）の売却
◇所在地…西別府町2794番143
◇価格…1036万円　◇面積…
271.91㎡　◇先着順で随時売却
◇詳しくは市HPか管財課☎216-
1158D216-1162へ

保留地（宅地）の売却
◇所在地（計15区画）…宇宿五丁
目・九丁目、広木二丁目・三丁目
◇価格…417万6247円～3362万
2667円　◇面積…40.64㎡～
371.78㎡　◇先着順で随時売却
◇詳しくは市HPか区画整理課
☎216-1394D216-1385へ

ペットの防災対策
◇日頃からペット用品を備蓄し
ましょう　◇周囲に迷惑を掛け
ないようしつけを行いましょう
◇ペットには飼い主の名前・連
絡先が分かる迷子札などを付
けましょう　問生活衛生課803-
6905D803-7026

平成31年を示す

１月を示す

有効期限…平成31年１月

31
1

有効期限の表示例

ごみや木の根を除去

夜間の外出時は夜光反射材の
活用を
◇黒っぽい色の服装は、夜間、
車の運転手から発見されにくく
なります　◇外出するときは夜
光反射材を身に着け、白や黄色
などの明るい色の服装を心掛け
ましょう　問安心安全課☎216-
1209D226-0748

「ソーホーかごしま」オフィスの
入居者募集（８室）
対ITを活用して新たに創業しよ
うとしているか、既に事業を
行っている法人・個人など　
※審査あり　料月額使用料、電
気代、清掃費用など　申直接か
郵送で所定の申請書（市HPから
ダウンロード可）を１月31日（消
印有効）までに産業創出課
☎216-1319D216-1303へ
市営墓地の使用者募集
◇対象墓地（計50区画程度）…坂
元・草牟田・唐湊・郡元・武岡（一
般・芝）・宇宿・万田ケ宇都　
対本市に住民登録があり、申込
書受付日前に１年以上継続して
居住し、市内に墓地・納骨堂を
持っていない人　※３年以内に
納骨施設（墓石）を建立すること
が条件　申直接、所定の申込書
を１月10日～31日に環境衛生課
☎216-1301D216-1292か同谷山
分室☎269-8463D260-4411へ

•国民年金保険料
◇日本年金機構から送付された控除証明書か領収書（昨年10月以
降に初めて納付した人は２月上旬に送付されます）
◇家族の保険料を納付したときも控除の対象になります
問日本年金機構（ねんきん加入者ダイヤル）☎0570-003-004

•介護保険料
◇特別徴収（年金からの天引き）の人は、今月下旬に年金保険者か
ら送付される「公的年金等の源泉徴収票」
◇口座振替の人は、今月下旬に市から送付される「介護保険料口
座振替・自動払込済のお知らせ」
◇納付書で納めている人は、「介護保険料領収証書」（領収印が押
されたもの）
◇紛失したときなどは納付確認書を発行します
◇介護保険サービスの自己負担額やおむつ代は医療費控除の対象
になることがあります
問介護保険課☎216-1279D219-4559

•国民健康保険税
◇今月下旬に市から送付される「納付済額のお知らせ」か領収書
※紛失したときなどは連絡票を発行します
問国民健康保険課☎216-1230D216-1200

•後期高齢者医療保険料
◇特別徴収（年金からの天引き）の人は、今月下旬に年金保険者か
ら送付される「公的年金等の源泉徴収票」

◇口座振替の人は、今月下旬に市から送付される「後期高齢者医
療保険料口座振替・自動払込済のお知らせ」　

　※ 本人以外の名義の口座から振り替えているときは、その名義
人に社会保険料控除が適用されます

◇納付書で納めている人は、「後期高齢者医療保険料領収書」（領
収印が押されたもの）

◇紛失したときなどは納付確認書を発行します
問長寿支援課☎216-1268D224-1539

社会保険料控除を受けるために必要な書類
　所得税や市民税・県民税申告のときに社会保険料の控除を受けるには、領収書など納付金額の分かる書類が必要です。

水道・住まい

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）

宇宿九丁目売却地
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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

講座・イベント

楽しい鹿児島弁が飛び交います

　結成から２年。地域の慣れ親しんだ仲間同士で、気さくに鹿児島弁
で冗談を言い合いながら健康体操や正月飾り作りなどに取り組んでい
ます。
　昨年は、地区の健康祭りで伝統芸能・馬踊りを初めて披露しました。
練習の成果もあり、馬役や飼
い主役たちのにぎやかな掛け
合いで会場は大盛り上がり。
踊りの披露を通して、仲間の
絆もさらに深まりました。
　これからも、生き生きと楽
しく活動を続けていきたいで
す。

ピア学びの講座
内内

うち

布
ぬの

智之氏（日本メンタルヘル
スピアサポート専門員機構代表
理事）によるピアサポート専門員
に関する講座　
対市内に住む精
神障害のある人
期２月３日（日）
10時～11時30分　所精神保健福
祉交流センター（はーと・ぱーく）
定30人程度　料無料　申直接か
電話で２月２日までにはーと・
ぱーく☎214-3352D206-8571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付き、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２月５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１月15日から保健
予防課☎803-6929D803-7026へ

介護予防で元気力アップ！
地域の介護予防活動・
よかよか体操発表会
内「よかよか元気クラブ」の活
動発表会、実技、握力測定会な
ど　期２月７日（木）13時30分～
15時30分　※握力測定会は13時
～13時30分　所中央公民館　
定なし　料無料　申不要　問東
部保健センター

岡之原お達者クラブ

高齢者福祉センター郡山
ふれあい教室
教室名 日　時 定員
スマー
トフォ
ン活用

２月13日、３月13日
の水曜日13時～14時
30分（全２回） 各

10人郷土料
理

２月15日、３月15日
の金曜日10時～12時
30分（全２回）

生き生
き笑い
ヨガ

２月15日、３月15日
の金曜日13時30分～
15時（全２回） 各

20人春植え
の野菜
づくり

２月21日、３月14日
の木曜日13時30分～
15時30分（全２回）

対市内に住む65歳以上の人
料無料（教材費などは実費負担）
申往復はがきかファクスで希望
する教室名、住所、氏名、年齢、
生年月日、性別、電話番号を１
月25日（必着）までに〒891-1105
郡山町176高齢者福祉センター
郡山☎・D298-2278へ
ふれあい館杯ふうせんバレー
ボール交流大会
対知的障害者（児）と家族か団体
期３月２日（土）10時～14時30分
所市知的障害者福祉センター
（ふれあい館）　定12チーム（１
チーム６人以上、ほかにも条件
あり）　料無料　◇申込期間…
１月20日（日）～２月９日（土）
申詳しくはふれあい館☎264-
8711D264-8884へ
県障害者スポーツ大会
内陸上競技、フライングディス
ク、卓球など　対平成31年４月
１日現在13歳以上で身体障害
者・療育・精神障害者保健福祉
手帳を持つ人などで、医師に出
場可能と認められた人　期５月
12日・19日の日曜日　所白波ス
タジアム（県立鴨池陸上競技場）
ほか　定なし　料無料　申各種
手帳を持って、２月１日までに
身体・知的障害者は障害福祉課
☎216-1272D216-1274か各支所
の福祉課・保健福祉課、精神障
害者（卓球のみ）は保健予防課
☎803-6929D803-7026へ

●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ロコモ（ひざ痛・腰痛）予防教室
白木信義氏（米盛病院理学療法士）によ
るロコモ予防に関する講話と運動実技 

1月11日（金）
14時～
15時30分

中央保健
センター

②血管からみる生活習慣病重症化予防
教室
八木静男氏（八木クリニック院長）によ
る生活習慣病予防（腎臓）に関する講話

1月24日（木）
14時～
15時30分

南部保健
センター

③脳活性チャレンジ講座
（１回目）佐藤大輔氏（メンタルホスピタ
ル鹿児島院長）による認知症予防に関す
る講話

1月25日（金）
14時～
15時30分 西部保健

センター
（２回目）中村幸

みゆき
氏（運動指導員）による

運動実技と保健師による講話
2月１日（金）
14時～16時

対市内に住む人　定なし　料無料　申不要　問各保健センター

市心身障害者総合福祉センター（ゆうあい館）
第５期身体障害者パソコン講座

講座名 期　日 時　間
肢体・内部障害者インター
ネットコース ２月18日～３月25日の毎週

月曜日（全６回）

15時～17時

肢体・内部障害者ワード
（応用）コース ● 18時～20時

内インターネットや文書作成、パソコン操作の基礎の学習
対市内に住み、身体障害者手帳を持つ18歳以上の人
　※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１
月10日～31日にゆうあい館☎252-7900D253-5332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。


