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申し込み方法
（応募要領）

電話以外で申し込むときは
次の事項を書いてください

1催し名（複数日時の開催は希望日時も）　2住所　3参加者全員の氏名（ふりがな）　4年齢（子どもは学校名、学年も）
5電話番号　6 託で託児利用は子どもの氏名（ふりがな）・年齢（対象年齢は問い合わせを）

国保・介護保険・
後期高齢者医療保険

17面にも掲載

後期高齢者医療保険料が見直されます

クルーズ船の入港情報
船　名 入港日 入港時間 出港時間

コスタ・ベネチア （13万5500トン）
６月４日（火） 12時 21時
７月６日（土） ７時 16時

ダイヤモンド・プリンセス
（11万5906トン）

６月５日（水）
８時 18時

６月17日（月）

コスタ・ネオロマンチカ
（５万6769トン）

６月７日（金） 12時 19時
６月21日（金） ９時 17時

MSCスプレンディダ （13万7936トン）６月８日（土） 11時 20時

スペクトラム・オブ・ザ・シーズ
　 　   （16万8666トン）

６月24日（月）
７時

17時
７月４日（木） 18時

エクスプローラー・ドリーム 
      （7万5338トン）７月７日（日） 12時 21時

◇全てマリンポートかごしまへの入港です
◇天候などで変更になることが
　あります
問NPO法人ゆめみなと鹿児島
　☎227-0111D227-0112
　観光プロモーション課
　☎216-1510D216-1320

鹿児島ユナイテッドFCホームゲーム情報
対戦チーム 日　時

栃木SC ６月22日（土）19時～
アルビレックス新潟 ６月29日（土）19時～

所白波スタジアム（県立鴨池陸上競技場）
◇チケット購入など詳しくは鹿児島ユナイテッ
　ドFC☎812-6370D812-6371へ

生涯学習プラザ協働講座
講座名 日　時 定員 問い合わせ先

①脳が喜ぶ！心が
　笑う！臨床美術
  「茄子の量感画」

６月８日（土）
10時～12時 20人

アート・コミュニ
ケーションズ（立石）
☎090-5731-8873

②ネコゼ・肩・腰・膝
痛・外反母趾に骨盤
を整えて予防と改善

６月15日（土）
10時～12時 20人

健康サポート笑福
（谷口）
☎090-4487-5479
D265-1344

③初めてのタブレッ
ト・スマホ基礎講座
　※ タブレット端末持
参、当日無料貸し
出しあり

６月18日（火）
13時～17時 15人

NPO法人鹿児島ASC
（最上）
☎080-5272-4715

④認知症対策としての
民事委託、高齢者の
ための相続・遺言
　（第１回：円満な相続
に欠かせない遺言）

６月22日（土）
13時30分～15時 30人

家庭法務研究会
（杉園）
☎080-5807-1411

⑤レッツ脳トレ！
　楽しく学ぶ
　健康マージャン

７月５日（金）
９時30分～12時 20人

県健康マージャン
協会（入口）
☎080-4693-1605

⑥英語で伝える
　“西郷どん” 
　（月照上人の墓）

７月５日（金）
10時～11時30分 30人

NPO法人global
（大谷）
☎090-3415-1906

所サンエールかごしま　
◇対象や料金、申し込み方法など詳しくは各問い合わせ先へ
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ダイヤモンド・プリンセス

国民健康保険に関するお知らせ
◇今月中旬に国保加入の全世帯
に、納税通知書を送付します　
◇税額は前年中の所得や加入者
数などによって決定します
◇所得がなかった人や少なかっ
た人は、申告により国保税や入
院時の自己負担額などが減額さ
れることがあります。未申告の
人は早めに市民税課などへ申告
を　◇同一生計配偶者や扶養親
族になっている人は申告不要
です　問国民健康保険課☎216-
1229D216-1200

ジェネリック医薬品の利用を
◇ジェネリック医薬品とは、先
発医薬品と有効成分や効能効果
が同等と認められる安価な医薬
品のことです　◇先発医薬品か
らジェネリック医薬品に切り替
えたときの差額などをお知らせ
する通知を国保加入者へ今月送
付します　◇ジェネリック医薬
品を希望するときは、「ジェネ
リック医薬品希望カード」を利
用し、医師や薬剤師にご相談く
ださい　問サンサンコールかご
しま☎808-3333D216-1200（国民
健康保険課）

後期高齢者医療被保険者証
（保険証）の更新
◇現在の保険証の有効期限は７
月31日です　◇新しい保険証を
７月中旬に郵送します　◇簡易
書留郵便での受け取りを希望す
る人は、はがきか封書に「保険
証簡易書留郵便希望」と書いて、
被保険者番号、郵便番号、住所、
被保険者氏名、電話番号を６月
21日（必着）までに〒892-8677山
下町11-1長寿支援課☎216-1268
D224-1539へ
後期高齢者医療限度額適用・
標準負担額減額認定証
◇現在の認定証の有効期限は７
月31日です　◇昨年度に認定証
の交付を受けていて、今年度世
帯全員が市民税非課税の人には、
８月から使用できる認定証を保
険証に同封して７月中旬に郵送
します　※現在認定証を持たず、
市民税非課税世帯の人は新たに
申請が必要　◇必要なもの…後
期高齢者医療被保険者証、印鑑、
申請者のマイナンバーが分かる
もの（マイナンバー通知カードな
ど）　問長寿支援課☎216-1268
D224-1539、各支所の福祉課・
保健福祉課
後期高齢者医療保険料の
口座振替への変更
◇今年10月分の特別徴収（年金
からの天引き）を中止し、口座
振替を希望する人は、７月５日
までに納付方法変更申出書の提
出を（年度内の保険料の総額は
変わりません）　◇必要なもの…
保険証、通帳、通帳印（本人以
外の口座から引き落としを希望
するときは本人の印鑑も必要）
◇引き続き年金からの天引きを
希望する人は手続き不要　問長
寿支援課☎216-1268D224-1539、
各支所の福祉課・保健福祉課

■均等割額（５万500円）軽減措置の見直し
◇均等割額の軽減措置のうち、５割軽減と２割軽減の軽減対象所
得金額が見直されます
世帯主＋被保険者の軽減対象所得金額合計　※ 軽減割合

（軽減後額）
33万円＋（28万円×被保険者数）以下 ５割

（２万5200円）
33万円＋（51万円×被保険者数）以下 ２割

（４万400円）
◇均等割額の軽減措置のうち、今年度から９割軽減は８割軽減と
なります

世帯主＋被保険者の軽減
対象所得金額合計　※

昨年度
（軽減後額）

今年度
（軽減後額）

33万円以下で、かつ被保険者全員が
年金収入80万円以下（各種所得なし）

９割軽減
（5000円）

８割軽減
（１万100円）

※軽減対象所得金額は、総所得金額から公的年金に係る所得金額
に関して15万円を上限に控除した額です

■被用者保険の被扶養者であった人の均等割額（５万500円）軽減
措置の見直し

◇健保組合などの被扶養者であった人の軽減措置は、資格取得後２
　年を経過する月までの間に限り５割軽減（２万5200円）となります
※均等割額8.5割軽減、８割軽減に該当する人は、そちらを優先
問長寿支援課☎216-1268D224-1539
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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

お魚さばき方教室
内魚のさばき方を中心とした料
理教室　対県内に住む人　期７
月６日（土）11時～14時　所魚類
市場　定24人　料無料　申往復
はがき（１人１枚）で６月21日
（必着）までに〒892-0835城南町
37-2魚類市場☎223-0310D223-
9817へ　※“いお・かごしま”魚
食普及拡大推進協議会HPからも
申し込み可

初心者フィッシングスクール
in鴨池＆桜島
対釣り初心者（小学生以下は保
護者同伴）　期７月６日（土）９
時～12時30分　所①鴨池海づり
公園、②桜島海づり公園　定①
40人程度、②20人程度　料釣り
料など　申電話で①は鴨池海づ
り公園☎252-1021、②は桜島海
づり公園☎293-3937へ

ダンボールコンポスト入門講座
内生ごみの減量が手軽にできる
ダンボールコンポストの使い方
対市内に住み、受講後簡単なア
ンケートと１カ月程度の記録
に協力できる家庭　※使わな
かった堆肥は回収し、グリーン
ファームで収穫体験ができます
期７月７日（日）13時30分～15時
所グリーンファーム　定20世帯
料無料　申電話で７月３日まで
にNPO法人かごしま市民環境
会議☎080-3500-3246（村山）へ

応急手当普及員講習
内救命に必要な知識・技能とそ
の指導要領を習得する講師養成
コース　対市内に住むか通勤・
通学し、職場などで普通救命講
習を開催したいと考えている人
期７月12日（金）～14日（日）の８
時30分～17時30分　※３日間と
も受講した人に認定証を交付　
所消防総合訓練研修センター　
定30人（先着順）　料無料（テキ
スト代は自己負担）　申電話で
６月13日から警防課☎222-0960
へ（土・日曜日、祝日を除く）

運動普及推進員養成講座
対市内に住むおおむね70歳まで
の運動ができる健康な人で、健
康づくりのための運動を推進す
るボランティア活動のできる人
期７月17日（水）～８月28日（水）
の毎週１回13時15分～16時（全
６回）　所中央保健センター、
鴨池ドーム　定30人程度　
料100円（保険料）　申電話かは
がきで６月28日（必着）までに
〒890-8543鴨池二丁目25-1-11
中央保健センター☎258-2370へ

いきいき料理教室
（郷土料理教室）
内食生活改善推進員による郷土
のお盆料理教室　対市内に住む
人　期７月18日（木）10時～13時
30分　所西部保健センター　
定20人（先着順）　料500円程度
（材料費）　申電話で６月17日か
ら西部保健センター☎252-8522
へ
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料理教室
◇バランスの良いメニューを食
生活改善推進員と一緒に作りま
す　対市内に住む18歳以上の人
期７月19日（金）10時～13時
所南部保健センター　定24人
（先着順）　料500円程度（材料
費）　申電話で６月13日～７月
11日までに南部保健センター
☎268-2315へ

スケッチ大会in
喜入・グリーンファーム
◇グリーンファームで描いた風
景や建物、動植物などの絵画を
募集します　対保育園児・幼稚
園児、小学生・中学生　◇応募
締切…８月31日（消印有効）　
◇作品規定や応募方法など詳し
くは喜び入るまち喜

き

良
ら

輝
き

良
ら

きい
れ実行委員会（かごしま市商工
会喜入支所）☎345-2120D345-
2210へ

学び・文化
20面にも掲載  応募要領は20面 

2019セイジ・オザワ 松本フェスティバル（OMF）
スクリーンコンサート

男女共同参画週間フォーラム　託

４市広域連帯企画 錦江湾奥会議からのお知らせ

花壇の草花差し上げます

内長野県松本市で開催されるオーケストラコンサートの生中継　
◇総監督…小澤征爾、演奏…サイトウ・キネン・オーケストラ、
　指揮…ファビオ・ルイージ
対小学生以上
期８月23日（金）18時30分～　
所市民文化ホール　
定800人　料無料　
申往復はがき（１枚４人まで）
で７月19日（消印有効）まで
に〒892-8677山下町11-1

　文化振興課☎216-1501へ

内誰もが働きやすい職場環境のつくり方などに関する講演と若者
のジェンダー観などに関する研究調査報告

◇演題…～ マタハラ問題からみる～ハラスメン
　　　　　トをなくして、誰もが働きやすい職
　　　　　場環境へ
◇講師… 小酒部さやか氏（㈱natural rights代表

取締役・NPO法人マタハラNet創設者）
対テーマに関心のある人　
期６月22日（土）14時～16時40分
所サンエールかごしま　定50人　料無料　
申往復はがきかファクス、メールで６月15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danjokyodo@city.kagoshima.lg.jpへ

＜垂水市　垂水寄席 桂文枝独演会＞
期８月27日（火）18時30分～
所垂水市文化会館（垂水市田神2750-1）
料１階一般席1500円（２枚以上購入で１枚
1000円）、２階一般席500円（いずれも小・
中学生は500円） 

問垂水市社会教育課☎0994-32-7551

＜霧島市　第11回ひっ飛べ！バンバンin霧島＞
内手作り品が集まるマーケットイベント
期６月30日（日）９時～16時
所上床運動公園上床どーむ（霧島市
　溝辺町麓3391）
問ひっ飛べ！バンバンin霧島実行
　委員会☎090-8411-3336

＜姶良市　第13回マヤフェスタ＞
内椋鳩十の代表作「マヤの一生」に
　ちなんだ音楽や人形劇など
期７月20日（土）10時～　料無料
所椋鳩十文学記念館（姶良市加治木
　町反土2624-1）
問椋鳩十文学記念館☎0995-62-4800

◇交差点や公園内に植えてある草花の
　一部を７月５日（予定）の植え替え作業
　中に差し上げます
◇作業日程など詳しくは公園緑化課
　☎216-1368D216-1352へ

小酒部 さやか 氏

Ⓒ大窪道治


