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  新型コロナウイルス感染症の関係で、講座やイベント等の中止や延期など、４～６月号に掲載した情報が変更になることがあります。詳しくは各問い合わせ先へ。開催に当たっては、「密閉空間」「密集場所」「密接場面」を避けられるよう徹底します

６月の集団健（検）診日程表

■特定健診・長寿健診の集団健診（保険証が必要）
◇日程や会場は、いきいき受診券などに同封している日程表を確
認してください　※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　料無料
問サンサンコールかごしま☎808-3333D808-2525
■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 吉野東中学校　※９時～10時
11 木 胃・腹部 東桜島小学校
13 土 胃・腹部 中央保健センター

16 火
胃・腹部 松原小学校
子宮・乳 明和小学校　※９時～10時（午前のみ）
子宮・乳 西部保健センター　※14時～14時30分（午後のみ）

17 水
胃・腹部 原良小学校
胃・腹部・
子宮・乳

ヘルスサポートセンター鹿児島
※女性のみ（午前のみ）

18 木 胃・腹部 北部保健センター
19 金 胃・腹部 草牟田小学校

20 土 胃・腹部 県民総合保健センター
子宮・乳 中央保健センター

23 火 胃・腹部 八幡小学校
26 金 胃・腹部 中央保健センター

27 土 胃・腹部 南部保健センター
胃・腹部 ヘルスサポートセンター鹿児島

29 月 胃・腹部 谷山小学校　※９時～10時
30 火 胃・腹部 西部保健センター
◇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
◇以下の検診は、毎週開催します
日　程 検　診 場　所

月 胃・腹部 ヘルスサポートセンター鹿児島（午前のみ）
乳のみ 鹿児島厚生連病院　※８時30分～10時

火 子宮・乳 さがらパース通りクリニック（午後のみ）
乳のみ 鹿児島厚生連病院　※８時30分～10時

水 乳のみ さがらパース通りクリニック（午後のみ）木 子宮・乳

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（午前のみ）

子宮・乳 さがらパース通りクリニック（午後のみ）
※６月12日を除く

乳のみ 鹿児島厚生連病院　※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、職場などで
受診機会のない人（保険証が必要）

◇料金など詳しくはがん検診専用ダイヤル☎214-5489D803-7026
（保健予防課）へ
※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☎256-1133D252-5632、さがらパース通りクリニック
☎224-1816D224-1886は、直接予約が必要

●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 D278-4097
●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　

■新型コロナウイルスの影響で検診が受けられなかった人へ
◇新型コロナウイルス感染症の影響により、昨年度にいきい
き受診券を使った検診（骨粗しょう症・前立腺がん・歯周病）
の対象年齢で検診を受けられなかった人は、今年度の検診
を受けられる専用受診券を発行します

申電話かファクスで保健予防課☎803-6927D803-7026へ

市心身障害者総合福祉センター（ゆうあい館）の講座
■第２期身体障害者パソコン講座

講座名 開催日 時　間
肢体・内部障害者
デジカメ・ＳＮＳ講座 ◎★ ７月20日～８月31日の

毎週月曜日（各全６回）
※８月10日は除く

15時～17時

肢体・内部障害者
ワードでお絵描き講座 ◎ 18時～20時

視覚障害者
マイディック（ワード）講座 ７月26日～８月30日の

毎週日曜日（各全６回）

10時～12時

肢体・内部・聴覚障害者
ワード講座（基礎と応用） 13時～15時

内パソコン、インターネットの基本的な使い方、文書作成など
対市内に住み、身体障害者手帳を持つ18歳以上の人（◎はサポー
トを必要としない聴覚障害者も対象。★はキーボードでの文字
入力ができる人で、デジカメなどの準備が必要）
定各７人　料無料
申電話かファクスで講座名も６月15日～
　７月14日（水曜日を除く）に同館☎252-7900
　D253-5332へ

お知らせ・講座
 応募要領は24面 

６月21日～27日はハンセン病
問題を正しく理解する週間
◇ハンセン病への理解を深める
ためのパネル展示を実施します
期６月22日（月）～26日（金）
所本庁東別館　問保健予防課
☎803-7023D803-7026
家族介護講習会
対本市に住み、家庭で高齢者を
介護している人かボランティア
のために介護知識や技術を習得
したい人　期７月17日（金）10時
～16時　所青年会館　定30人　
料無料　◇介護を受けている人
は、当日利用する介護サービス
（訪問介護･通所介護など）を無
料で利用可　申郵送で介護を受
けている人の住所、氏名、電話
番号、続柄、要介護度も６月30
日（必着）までに〒892-8677山下
町11-1長寿支援課☎216-1267
D224-1539へ

ピアサポーター養成講座
内自分の病気の経験を生かして、
同じ境遇の人の退院や生活を応
援する「ピアサポーター」にな
るための講座　※受講後、希望
者はピアサポーター訓練生にな
るための面接を受けられます　
対市内に住む精神障害のある人
で病状が安定し、会場まで来ら
れる人　期７月18日（土）13時30
分～17時、７月19日（日）９時30
分～13時　所かごしま市民福祉
プラザ　定30人（先着順）　料無
料　申郵送で保健支援課、各精
神科病院・精神科クリニックに
ある申込用紙を６月15日から
〒892-8677山下町11-1保健支援
課☎803-6929D803-7026へ
※申込用紙は市HPからダウンロ
ード可

障害者スポーツ短期講座
講座名 日　時

フライング
ディスク

７月６日・20日、８月３日・17日、９月７日・28日、
10月５日の月曜日18時30分～20時30分（全７回）

ボッチャ ７月11日・25日、８月22日・29日、９月12日・26日、10月
10日、11月14日の土曜日13時30分～15時30分（全８回）

卓球 ７月12日・23日、８月２日・９日・10日・23日、９月６日・
13日の日曜日・祝日13時30分～15時30分（全８回）

対市内に住み、身体障害者手帳などを持つ18歳以上の人
所市心身障害者総合福祉センター（ゆうあい館）
定各10人　※卓球は15人　料無料
申電話かファクスで講座名も６月11日～23日（水曜日を除く）に
ゆうあい館☎252-7900D253-5332へ
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国保・介護保険・
後期高齢者医療保険
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随時送
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）

介護保険に関するお知らせ
◇所得段階が第１～３段階の人
は介護保険料が軽減されます　
（第４～12段階の軽減はありま
せん）。詳しくは６月中旬に発
送する通知書をご確認ください
◇介護保険料は、64歳までは医
療保険の中で納めますが、65歳
からは医療保険とは別に、納入
通知書で納めます。その後、年
金が年額18万円以上の人は一定
期間経過後に特別徴収（年金か
らの支払い）に切り替わります
◇失業などによる減収、災害や
生活困窮により保険料の納付が
困難と認められる人は、申請に
より保険料の減免を受けられる
場合があります　※通知書が届
いてから相談を　問介護保険課
☎216-1279D219-4559

各種介護保険利用者負担減額
認定証の更新申請
◇各種減額認定証の更新申請の
事前受け付けを開始しました
◇減額を希望する人は申請を
◇減額の種類…訪問介護などの
利用者負担の補助、社会福祉法
人などによる利用者負担の軽減、
訪問サービスなどの利用者負担
の補助、食費・居住費（滞在費）
の負担限度額認定　◇新規申請
は随時受け付け　問介護保険課
☎216-1280D219-4559
後期高齢者医療被保険者証
（保険証）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
19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…保
険証、印鑑、申請者のマイナン
バーが分かるもの（マイナンバ
ーカードなど）　問長寿支援課
☎216-1268D224-1539、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
からの支払い）を中止し、口座
振替を希望する人は、７月３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）
◇引き続き特別徴収を希望する
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
お口元気歯ッピー検診
対前年度に75歳の誕生日を迎え
た後期高齢者医療の被保険者
◇口

こうくう

腔検診の受診券を５月末に
送付しました　◇検診期間…来
年１月31日まで　◇受診券が届
いたら検診実施歯科医療機関に
予約を　問県後期高齢者医療広
域連合☎206-1329D206-1395

Net119緊急通報システム
◇聴覚・言語機能に
障害がある人がスマ
ートフォンなどを使
って、音声なしで消
防へ通報することが
できます　※利用に
は事前登録が必要　対本市に住
むか通勤・通学する聴覚・言語
機能に障害のある人　申詳しく
は消防局HPか同局情報管理課
☎222-0119D225-8119 メール joukan
@city.kagoshima.lg.jpへ
福祉有償運送の申請受け付け
◇自家用車を使っ
て、障害のある人
などを有償で病院
などに送迎する事
業を行うには、市
が設置する福祉有償運送運営協
議会で協議後、県交通政策課へ
申請し登録を受ける必要があり
ます　対社会福祉法人、NPO法
人など　◇受付期間…６月19日
まで　◇車両…福祉車両や一般
車両　※事業者、車両などには
条件があります　問障害福祉課
☎216-1273D216-1274

寝たきり高齢者向けサービス
①寝具の洗濯・乾燥サービス
対在宅で要介護３以上と認定さ
れた65歳以上の伝染性疾患でな
い人
②理髪・美容サービス
対在宅で要介護３以上に認定さ
れた65歳以上の理髪・整髪が困
難な人
①②共
◇年３回まで利用可　※８～11
月の申請者は年２回、12月以降
の申請者は年１回　料生計中心
者の前年所得税課税額に応じた
利用者負担金　問長寿支援課
☎216-1267D224-1539　※重度
障害者向けに同様のサービスを
障害福祉課☎216-1273D216-
1274、各支所の福祉課・保健福
祉課で行っています
住宅改造費の補助
内高齢者や重度身
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
受けた高齢者か身体障害者手帳
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☎216-1273
D216-1274

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
歳以上の高齢者か身体障害者手
帳１・２級の人など　料無料　
問高齢者は長寿支援課☎216-
1267D224-1539、障害者は障害
福祉課☎216-1273D216-1274

「ダメ。ゼッタイ。」普及運動
◇危険ドラッグ・麻
薬・覚醒剤・大麻な
どの薬物乱用をなく
しましょう　◇６月
20日～７月19日に普及運動（リ
ーフレット配布や募金）を行い
ます　問生活衛生課☎803-6881
D803-7026
食中毒にご用心
◇気温が高くなると、細菌によ
る食中毒が発生しやすくなるた
め、以下のことに気を付けましょ
う　◇調理前や下ごしらえの後
は必ず手を洗いましょう　◇調
理器具は熱湯や塩素系漂白剤な
どで消毒しましょう　◇肉・魚・
卵などは冷蔵庫で保存し、なる
べく早く食べましょう（調理後、
食品を常温で放置するのも危険
です）　◇食品は十分に加熱し
ましょう（中心部が75度以上で
１分以上）　問生活衛生課
☎803-6885D803-7026
熱中症に気を付けましょう
◇暑い中での無理な活動は避け、
小まめに水分補給をしましょう
◇通気性のよい服装、屋外では
帽子の着用などを心掛けましょ
う　◇体調の悪いときは無理を
せず、早めに医療機関を受診し
ましょう　問保健予防課☎803-
6927D803-7026
食育推進支援員を
活用してみませんか？
◇食育の専門的な知識・経験を
持つ市食育推進支援員が、食育
に関する支援・情報提供を行い
ます　対食育に興味のあるグル
ープ　料無料（交通費などは実費
負担）　問保健政策課☎803-6861
D803-7026
健康にやさしいお店（飲食店）
◇終日禁煙を実施している「た
ばこの煙のないお店」や、栄養
バランス、野菜量、塩分などの
基準を満たしたメニューを提供
している「体にやさしいかごし
まメニューのお店」を利用して
みませんか　※登録店は市HPで
随時紹介。募集
も行っています
問保健政策課
☎803-6861
D803-7026

障害者福祉

生活支援

健　康


