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講座名 対　象 日　時

①通訳Ⅰ

市内に住む手話講習会基礎
編修了者で、手話のボラン
ティア活動などの経験があ
る人（難聴者、聴覚障害者
を除く）　※５月29日の実
技試験を合格した人

６月17日～来年３月３日の
毎週金曜日13時30分～15時
30分（全36回。９月23日、
12月30日を除く）

②通訳Ⅱ 市内に住む通訳Ⅰ修了者
６月17日～来年２月10日の
毎週金曜日18時45分～20時
45分（全33回。９月23日、
12月30日を除く）

③通訳Ⅲ 市内に住む通訳Ⅱ修了者
６月17日～９月16日の毎週
金曜日13時30分～15時30分
（全14回）

所①②心身障害者総合福祉センター（ゆうあい館）、③鴨池公民館
定各25人　料無料（テキスト代は自己負担）
申直接か郵送、ファクス、メールで障害福祉課、各支所にある申込書
　（市HPからダウンロード可）を５月13日（必着）までに
　〒892-0815易居町1-2市手話通訳者・要約筆記者派遣
　運営協議会☎・D219-5882メールkago.s-y.haken@sky.
　plala.or.jpへ

手話通訳者養成講座　

■特定健診…40歳以上の国民健康保険の加入者は
　　　　　　無料で受診できます（保険証が必要）
問サンサンコールかごしま☎808-3333
　D216-1200（国民健康保険課）

■がん検診…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
　　　　　　い人が受診できます（保険証が必要）
問がん検診専用ダイヤル☎214-5489D803-7026

健（検）診を年に1回は受診しましょう

講座名 開催日時（全７回）

バドミントン ６月２日・16日、７月７日・21日、８月４日・18日、
９月１日の木曜日18時30分～20時30分

フライング
ディスク

６月10日・24日、７月８日・22日、８月12日・26日、
９月９日の金曜日18時30分～20時30分

スポレク ６月25日、７月９日・23日、８月27日、９月10日・
24日、10月８日の土曜日13時30分～15時30分

対市内に住み、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（先着順）　料無料
申直接か電話、ファクス、メールで講座名も５月12日～24日にゆう
　あい館☎252-7900D253-5332メールyuaikan@dondon-net.or.jpへ

コース名 日　時
肢体・内部・聴覚障害者
デジカメ講座

６月６日～７月18日の毎週月曜日
15時～17時（全６回。６月20日を除く）

肢体・内部・聴覚障害者
パワーポイント講座

６月６日～７月18日の毎週月曜日
18時～20時（全６回。６月20日を除く）

肢体・内部・聴覚障害者
ワードでお絵描き講座

６月９日～７月14日の毎週木曜日
18時～20時（全６回）

肢体・内部・聴覚障害者
初めてのパソコン

６月11日～７月16日の毎週土曜日
16時～18時（全６回）

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
定各７人　料無料
申直接か電話、ファクス、メールでコース名も５月25日までにゆう
　あい館☎252-7900D253-5332メールyuaikan@dondon-net.or.jpへ

障害者スポーツ短期講座　　

  応募要領は20面 
市心身障害者総合福祉センター（ゆうあい館）
第１期 身体障害者パソコン講座

市ホームページ

市ホームページ

 応募要領は20面 

 応募要領は20面 

要約筆記者養成講習会
対市内に住む18歳以上の人　
期６月１日～11月２日の毎週水
曜日13時～17時（全23回）　所鴨
池公民館　定20人　料無料（テキ
スト代は実費負担）　申直接か郵
送、ファクス、メールで障害福祉
課・各支所にある申込用紙（市HP
からダウンロード可）を５月13
日（必着）までに〒892-8677山下
町11-1障害福祉課☎216-1272
D216-1274メールsyogai-yuai@city.
kagoshima.lg.jpへ
認知症介護教室
対認知症の人を介護する家族や
接し方を学びたい人　※認知症
の人を同伴するときは別室でボ
ランティアなどが対応　期６月
４日・11日・25日の土曜日13時
～16時　所かごしま県民交流セ
ンター　定各45人程度　料無料
申電話かファクスで長寿あんし
ん相談センター本部☎813-8555
D813-1041へ
※申し込みフォ
ームからも申し
込み可
みんサポ応援講座
対高齢者を地域で生活援助して
いる団体・個人（予定を含む）
期６月21日（火）９時30分～14時
30分　所谷山サザンホール
定50人程度　料無料　申電話か
郵送、ファクス、メールで６月
７日（消印有効）までに〒890-0072
新栄町1-11長寿あんしん相談セ
ンター本部☎813-1040D813-
1041メールseikatsu@kg-shien.orgへ
※市HPからも申し込み可

精神障害者ピアサポーター
養成講座
内自分の病気の
経験を生かして、
同じ境遇の人を
支援するピアサ
ポーターを目指す講座　※受講
後に、訓練生になる面接を受け
られます　対市内に住む精神障
害がある人で病状が安定し、会
場まで来られる人　期７月２日
（土）13時30分～17時、７月３日
（日）９時30分～13時　所市精神
保健福祉交流センター（はーと・
ぱーく）　定30人（先着順）
料無料　申郵送で保健支援課、
各精神科病院・クリニックにあ
る申込用紙を６月１日から
〒892-8677山下町11-1保健支援
課☎803-6929D803-7026へ　
認知症等見守りメイト養成講座

コース
１日目

（９時30分～
16時10分）

２日目
（９時30分～
12時30分）

①平日７月14日（木）７月21日（木）
②土曜７月16日（土）７月23日（土）
対市内でボランティア活動がで
きる人　所①鴨池公民館、②谷
山サザンホール　定①40人程度、
②45人程度　料無料　申電話か
ファクスで５月13日～６月30日
に長寿あんしん相談センター本
部☎813-8555D813-
1041へ　※申し込
みフォームからも
申し込み可 申し込みフォーム

市ホームページ

申し込みフォーム

講　座
 応募要領は20面 

◇援助を必要とするときに備え、各世帯の生活状況などの把握に
努めています（秘密厳守）

◇各地域の民生委員は、地域福祉課☎216-1244D223-3413か下表
の各地区民生委員児童委員協議会会長にお問い合わせください

地区名 氏　名 電　話 地区名 氏　名 電　話
吉　　田 馬場　和夫 295-2537 武 德田　朝子 254-0631
川　　上 丸山　スガ子 244-7872 田　　上 小牧　眞由美 252-1533
吉　　野 永吉　正昭 244-5652 広　　木 平原　庸子 264-1011
吉 野 東 田淵　勝次 244-1039 西　　陵 東郷　三郎 281-9392
玉　　江 梶原　祐一郎 228-7402 松　　元 田原春　美好 278-1997
伊　　敷 谷元　悟 229-3637 荒　　田 山内　ヨシエ 252-5531
西 伊 敷 大石　博子 229-2176 八　　幡 山口　俊郎 254-3093
河　　頭 内野　信治 238-0267 中　　郡 満園　洋子 251-5236
郡　　山 出雲　信明 298-7119 鴨　　池 大野　敏博 255-1853
清　　水 入佐　充 247-5716 紫　　原 上園　和行 258-9323
大　　竜堀之内 伊楚美247-4568 西 紫 原 永盛　睦 275-7515
坂元伊敷台 志賀　みつえ 228-7469 宇　　宿 作本　豊 258-1673
坂 元 台 髙山　鐵朗 802-1146 南 永野　忠広 254-6894
名　　山 松﨑　勉 223-2433 谷山中央 岩下　季弘 266-5660
桜　　島 萩原　孝一郎 293-2390 東 谷 山 新村　昭秀 268-7100
東 桜 島 國生　ユウ子 221-2164 清　　和 川野　末信 267-6502
城　　南 中島　和美 224-5440 桜 ヶ 丘 山口　修 265-0102
松　　原 木場迫　昭文 223-6047 中　　山 西田　一男 267-0945
山　　下 田中　健次郎 223-5894 皇徳寺台 朝廣　三雄 265-8412
中　　洲 前本　恭子 253-2589 星 ヶ 峯 冠滿　良子 265-9167
西　　田 池上　正廣 255-2607 西 谷 山 内村　きぬ子 268-8068
原　　良 山下　實久 256-6980 和　　田 金井　ユリ子 269-6152
明　　和 日髙　夏子 281-4069 谷山西部 松田　正行 261-3138
草 牟 田 有馬　悦子 226-0548 谷山南部 岩﨑　康治 261-2696
武　　岡 池頭　喜美子 281-4192 喜　　入 鈴　澄雄 343-1523

高齢者や子どもなどを見守る民生委員・児童委員


