かごしま

電話以外で申し込むときは
次の事項を書いてください

お知らせ
今年度の肺炎球菌予防接種費用
補助の期限は３月31日
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31年４月２日から令和２
年４月１日までに65・70・75・
80・85・90・95・100歳 に な る
人、②60 〜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）、③平
成31年３月31日時点で100歳以
上の人 ◇自己負担額…3000円
※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）
◇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
◇接種場所…委託医療機関
問保健予防課☎803-7023D8037026
発達障害を正しく理解しましょう
◇４月２日は世界自閉症啓発
デー、４月２日〜８日は発達障
害啓発週間です ◇自閉症など
発達障害の人は、他人の意図や
感情を直感的に理解したり言葉
を適切に使ったりすることが苦
手で、学校や職場でさまざまな
困難に直面することがあります
◇これらは親のしつけや家庭環
境によるものではなく、脳機能
の発達が関係する生まれつきの
障害です ◇発達障害は見た目
では分かりにくいため、行動や
態度が誤解されることがありま
す ◇発達障害の特徴を知り、
正しく理解することが大切です
問障害福祉課☎216-1272D2161274
①入門編

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）

医療・健康
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AED（自動体外式除細動器）
の適切な管理をお願いします
◇設置事業者は、いざというと
きにきちんと使えるように日頃
から点検をお願いします ◇電
極パッドやバッテリーなどの使
用期限が切れていないか確認し
ましょう 問生活衛生課☎8036881D803-7026
肝炎ウイルス検査を受けましょう
◇ウイルス性肝炎は、感染して
も自覚症状が出ないことがある
ので検査を受けましょう ◇Ｂ
型・Ｃ型肝炎ウイルスによる肝
がん・重度肝硬変の入院医療費
の補助もあります 申詳しくは
県健康増進課☎286-2724D2865556へ

新型コロナウイルスを含む
感染症予防

◇咳エチケットを心掛ける

◇マスクは正しく着用を
◇手洗いは念入りに ◇こま
めなうがいや水分摂取を心掛
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 問保健予防課☎8037023D803-7026

講

座

オープンデイケア
「働くためのストレスケア」
対市内に住む精神障害のある人
期３月14日（土）14時〜15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
料無料 申電話で保健所デイケ
ア☎070-1500-9696D206-8571へ

日 時
場 所
定員
城西公民館
４月７日〜９月１日の毎週火曜日
19時〜21時
（全21回） ※５月５日を除く 谷山市民会館
各25人
４月15日〜９月９日の毎週水曜日13時30分
〜15時30分、９月16日
（水）
10時〜12時
勤労青少年ホーム
（全21回） ※４月29日、５月６日を除く

対市内に住む18歳以上で、聴覚障害者との交流やボランティア活
動を行うために手話を習得しようとする人（難聴者、聴覚障害
者を除く）
料無料（テキスト代は自己負担）
申往復はがきで住所、氏名（ふりがな）、年齢、職業、電話番号、
受講場所、受講理由を３月16日（必着）までに〒892-8677山下町
11-1障害福祉課☎216-1272D216-1274へ
②基礎編
場

所

吉野公民館

３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

定員
20人

対市内に住む18歳以上で、市町村が実施した手話講習会入門編を
修了した人（難聴者、聴覚障害者を除く）
料無料（テキスト代は自己負担）
申電話で３月16日までに障害福祉課☎216-1272D216-1274へ

健診会場

受付時間

10 火 西部保健センター

９時〜10時30分

12 木 テクノホール

日本健康倶楽部
要予約☎273-5591

県民総合保健センター

８時30分〜10時30分

14 土 ヘルスサポートセンター鹿児島
要予約☎267-6292
（女性のみ）
15 日 南部保健センター

８時30分〜10時30分

17 火 東部保健センター

９時〜10時30分

19 木 谷山サザンホール

日本健康倶楽部
要予約☎273-5591

23 月 中央保健センター

８時30分〜10時30分

24 火 北部保健センター

９時〜10時30分

※後期高齢者医療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の加入者など
問サンサンコールかごしま☎808-3333D808-2525

料無料

■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
10 火
11 水
12 木
13 金

14 土
15 日
16 月

手話講習会

日 時
４月７日〜10月６日の毎週火曜日
19時〜21時
（全25回）
※５月５日、９月22日を除く
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申し込み方法
（応募要領）

健康・福祉

市民のひろば

３月号

2020年（令和２年）

検 診
乳のみ
胃・腹部
乳のみ
胃・腹部
乳のみ
胃・腹部・
子宮・乳
胃・腹部
子宮・乳
胃・腹部・
子宮・乳
胃・腹部

胃・腹部
胃・腹部・
18 水 子宮・乳
乳のみ
19 木
乳のみ

場 所
南部保健センター
（午前のみ）
宮川小学校 ※９時〜10時
鹿児島厚生連病院健康管理センター
（午前のみ）
西陵福祉館 ※９時〜10時
鹿児島厚生連病院健康管理センター
（午前のみ）
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）
県民総合保健センター
中央保健センター ※９時〜10時、
13時〜13時30分
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）
南部保健センター

ヘルスサポートセンター鹿児島
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）

鹿児島厚生連病院健康管理センター
（午前のみ）

県民総合保健センター ※女性のみ
県民総合保健センター
中央保健センター
23 月 胃・腹部
ヘルスサポートセンター鹿児島
胃・腹部・ ヘルスサポートセンター鹿児島
24 火
子宮・乳
※女性のみ
（いずれも午前のみ）
胃・腹部・ 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）
25 水 子宮・乳
乳のみ
鹿児島厚生連病院健康管理センター
（午前のみ）
26 木
乳のみ
21 土

27 金

胃・腹部
子宮・乳

胃・腹部・ ヘルスサポートセンター鹿児島
子宮・乳
※女性のみ
（いずれも午前のみ）

◇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、13時〜13時30分
※鹿児島厚生連病院の乳のみの検診の受付時間は８時30分〜10時、
平日に実施する胃・腹部の検診の受付時間は８時30分〜10時
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
80歳以上の人は、医療機関でも
結核健診・肺がん検診を受診できます
◇集団検診に加え、指定の医療機関でも検診を実施します
対今年度80歳以上になる、受診日までに検診を受けていない人
申がん検診専用ダイヤル☎214-5489D803-7026
（保健予防課）
※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。
半日がん検診は県民総合保健センター
☎220-2332D220-2603で直接予約が必要
＋

