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託児サポーター養成講座
対市内に住むか
通勤・通学し、
保育士や幼稚園
教諭の資格を持
つか子育ての経
験がある人で、原則全回受講で
きる人　期５月10日（金）･14日
（火）･16日（木）･17日（金）・21日
（火）・22日（水）・28日（火）の10時
～12時（全７回）　◇受講後、サ
ンエールかごしまで定期的に活
動があります　定30人　所サン
エールかごしま　料無料　申往
復はがきかファクス、メールで
４月27日（必着）までに〒890-0054
荒田一丁目4-1男女共同参画推進
課☎813-0852D813-0937メールdanjo
kyodo@city.kagoshima.lg.jpへ
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（受講者にはオレンジリング
を差し上げます）　対市内に住
むか通勤・通学する人　期５月
24日（金）10時30分～12時　所鹿
児島アリーナ　定100人程度
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
☎813-8555
D813-1041
メールninchi-entry@kg-shien.orgへ

若年がん患者への療養支援が
始まります
対積極的治療を行わない在宅療
養をする40歳未満のがん患者
内訪問介護、福祉用具貸与、診
断書料・タクシー運賃・住宅改
修費助成など　◇自己負担額…
１割（上限あり）　問保健予防課
☎803-6927D803-7026
AED（自動体外式除細動機）の
無料貸し出し
◇迅速な救命活動のため、市内
での行事を主催する団体などに
AEDを貸し出します　問生活衛
生課☎803-6881D803-7026

初診時は紹介状をお持ちください
◇市立病院は、かかりつけ医を
支援し地域医療の中核的役割を
果たす「地域医療支援病院」です
◇初診で紹介状がないときは、
診療費と別に初診時選定療養費
5400円（税込み）が必要です　
◇かかりつけの病院で紹介状を
もらい、予約してから受診して
ください　◇予約は月～金曜日
の９時～17時に医療連携室☎230-
7103へ　※月・火曜日は電話が
つながりにくいことがあります
問市立病院医事情報課☎230-7000
D230-7070
市立病院の診療科目が増えます
◇４月から４つの診療科を追加
し、32科になります
診療科名 主な診療内容

糖尿病・
内分泌内科

糖尿病全般、甲状
腺、副腎など内分
泌疾患

血液・
膠
こう

原
げん

病内科
血液疾患、膠原病、
リウマチ疾患

腎臓内科
腎炎などを含む慢
性腎臓病（CKD）
など

腫
しゅよう

瘍内科 がんの化学療法な
どの診療

◇これらの診療科は、これまでも
内科などで診療してきましたが、
診療内容を分かりやすく案内す
るために明示するものです。ま
た、神経内科を脳神経内科に名
称変更します　問市立病院総務
課☎230-7000D230-7070

オープンデイケア
内元気に自分らしく働き続ける
ための道具箱～W

ラ ッ プ

RAP（元気回復
行動プラン）を活用して～
対市内に住む精神障害のある人
期４月20日（土）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20人程度
料無料　申電話で保健所デイケ
ア☎070-1500-9696D206-8571へ

４月の集団健（検）診日程表

■特定・長寿健診の集団健診会場（保険証が必要）　※予約不要
日 曜 場　所 受付時間
10 水 吉田小学校 ８時30分～10時30分
11 木 郡山東部研修館 ８時30分～９時30分
12 金 小野市民館 ９時～11時
13 土 県民総合保健センター

８時30分～10時30分14 日 南部保健センター
15 月 清水小学校
16 火 東部保健センター ９時～10時30分
17 水 ＪＡ鹿児島みらい吉田南支店 ８時30分～10時30分18 木 吉田地区コミュニティセンター
19 金 中央保健センター ９時～10時30分
20 土 吉田地区保健センター

８時30分～10時30分21 日 県民総合保健センター
22 月 大明丘小学校
23 火 北部保健センター ９時～10時30分
24 水 坂元台小学校

８時30分～10時30分25 木 吉田南中学校
26 金 中央保健センター
27 土 ヘルスサポートセンター鹿児島 要予約☎267-6292
※西部保健センターは毎月第２火曜日に実施
※後期高齢者医療保険の加入者はいきいき受診券も必要
対40歳以上の国保加入者か後期高齢者医療保険の加入者など
料無料　問サンサンコールかごしま☎099-808-3333D099-808-2525
■事前予約が必要な検診の集団検診会場（保険証が必要）
日 曜 検　診 場　所

10 水
胃・腹部 吉田小学校
子宮・乳 西伊敷小学校（午前のみ）　※９時～10時
乳のみ 鹿児島厚生連病院（午前のみ）　※８時30分～10時

11 木
胃・腹部 郡山東部研修館
子宮・乳 吉田地区保健センター（午前のみ）
乳のみ 鹿児島厚生連病院（午前のみ）　※８時30分～10時

12 金
胃・腹部 北部保健センター
胃・腹部・
子宮・乳

ヘルスサポートセンター鹿児島
※女性のみ（いずれも午前のみ）

13 土 胃・腹部 県民総合保健センター
14 日 胃・腹部 南部保健センター
15 月 胃・腹部 清水小学校

胃・腹部 ヘルスサポートセンター鹿児島

17 水
胃・腹部 ＪＡ鹿児島みらい吉田南支店
胃・腹部・
子宮・乳

ヘルスサポートセンター鹿児島
※女性のみ（いずれも午前のみ）

乳のみ 鹿児島厚生連病院（午前のみ）　※８時30分～10時

18 木
胃・腹部 吉田校区コミュニティセンター
子宮・乳 松元地区保健センター（午前のみ）
乳のみ 鹿児島厚生連病院（午前のみ）　※８時30分～10時

19 金 胃・腹部・
子宮・乳

ヘルスサポートセンター鹿児島
※女性のみ（いずれも午前のみ）

20 土 胃・腹部 吉田地区保健センター
21 日 胃・腹部 県民総合保健センター

22 月
胃・腹部 大明丘小学校
胃・腹部 ヘルスサポートセンター鹿児島
子宮・乳 鹿児島アリーナ（午前のみ）　※９時～10時

23 火 胃・腹部 鹿児島厚生連病院　※８時30分～10時30分

24 水
胃・腹部 坂元台小学校
子宮・乳 北部保健センター
乳のみ 鹿児島厚生連病院（午前のみ）　※８時30分～10時

25 木
胃・腹部 吉田南中学校
子宮・乳 郡山地区保健センター（午前のみ）
乳のみ 鹿児島厚生連病院（午前のみ）　※８時30分～10時

26 金
胃・腹部 中央保健センター
子宮・乳 南部保健センター
胃・腹部・
子宮・乳

ヘルスサポートセンター鹿児島
※女性のみ（いずれも午前のみ）

27 土 胃・腹部 ヘルスサポートセンター鹿児島
子宮・乳 県民総合保健センター

28 日 子宮・乳 中央保健センター
◇受付時間　①胃・腹部　８時30分～９時30分
　　　　　　②子宮・乳　８時30分～９時30分か13時～13時30分
◇今年度からがん検診などの無料対象者が、受診時70歳以上から
年度内70歳以上に拡大されました

対市内に住む40歳以上（子宮がん検診は20歳以上）で、職場で受診
機会のない人（保険証が必要）

料胃がん検診1000円、腹部超音波検診1200円、子宮がん検診600
円、乳がん検診（40歳代）1300円・（50歳以上）800円

申がん検診専用ダイヤル☎214-5489D803-7026（保健予防課）
　※４月29日～５月６日を除く
　※ヘルスサポートセンター鹿児島☎267-6292D260-1780、鹿児

島厚生連病院健康管理センター☎256-1133D252-5632での検
診は、直接予約が必要

市立病院

講座など

お知らせ

特定・長寿健診を受診すると、登録店・施設でお得な特典が
受けられる「トク得クーポン」がもらえます！

●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　


