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健康遊具
けん こう ゆう　ぐ

を活用して健康づくりを始めてみませんか！

皇徳寺くらら城公園
（皇徳寺台 2 丁目）

天保山公園
（天保山町）

甲突川左岸緑地
（平之町～加治屋町～新屋敷町）

かけごし公園
（原良 4 丁目）

　一度は見たことある健康遊具だと思いますが、ちょっと形の変わったベンチだと
思っていませんか？市民の皆さんが、気軽に適度な運動ができるよう比較的大きな
公園を中心に健康遊具が設置されています。
　高齢の方に限らず、「運動不足」「閉じこもりがち」などと感じている方は、
公園に出かけて、健康遊具で身体を動かしてみましょう！日常生活に必要な筋力、
バランス力、柔軟性などをそれぞれの体力に合わせて自由に使用できます。
　ぜひ、皆様の健康づくりにお役立てください。

ストレッチ編
※健康遊具の形は公園によって写真と異なる場合があります。
1 か所の公園にすべての健康遊具があるわけではありません。

❶　背のばしベンチ

ベンチの背もたれを使って背中を大きく反
らすことで上半身をくまなくストレッチで
きます。

❷　前屈

上体を前方に深く倒し、背中側全体の筋肉
を伸ばします。バーの位置が柔軟さの目安
になります。

❸　腰ひねり

体をひねるストレッチ運動です。足の位置
は正面を向けたまま手すりで上半身を支
え、左右にゆっくり振ることで腰の筋肉を
伸ばすことができます。

トレーニング編

❶　腹筋ベンチ

腹筋運動は膝を曲げて行うのが無理のない
姿勢です。つま先をパイプの下に入れ、膝
を曲げて腹筋運動をしましょう。

❷　ぶらさがり

一番上のバーにぶら下がってのストレッチ
効果 ( 腕・背・腰 ) と懸垂運動、足を上げ
て腹筋運動も行えます。

❸　昇降運動

両脇の手すりをつかみ、台を昇り降りしま
す。足腰の筋力と心肺機能のトレーニング
が行えます。



❹ 十字懸垂ベンチ

ベンチの中央に座り、足を前に投げ出しま
す。取っ手を両手でしっかり握りながら、
腕で身体全体を持ち上げます。

❺ うんてい

鉄棒にぶら下がり足を持ち上げます。体の
柔軟性を高め、上腕を発達させ、また腹筋
強化に役立ちます。

❻ リズムステップ

手すりを両手でしっかりと握り、足を平行
に乗せます。リズミカルに足踏みすること
で脚を鍛えます。

トレーニング編

❶　背のばしベンチ

ベンチに座って体重を背もたれに預け、上
半身を後ろに大きく反らせます。突起があ
るほうで行うと、適度な刺激が得られます。

(ツボ付)

一つの運動が終わったらすぐに次の運動を行わず、 

十分に休憩をとり、その後軽く歩いてから次の運動を

行うとより効果的と言われています

多くの公園に健康遊具を設置しています

■主な設置場所 （この他にも多数の公園に設置あり） 　健康遊具の数は公園により異なります。
北部地区 東部地区 西部地区 中央地区 南部地区

・寺山ふれあい公園

・多賀山公園

・下田公園

　　　　　など

・共研公園

・上町の杜公園

・天文館公園

・玉里中央公園

・祇園之洲公園

　　　　　など

・天保山公園

・甲突川左岸緑地

・紫原中央公園

・桜ヶ丘中央公園

・西陵第１４公園

　　　　　など

・鹿児島ふれあい

　スポーツランド

・皇徳寺中央公園

・慈眼寺公園

・錦江湾公園

　　　　　　など

・かごしま健康の森公園

・小野公園

・明和中央公園

・ふたご座公園

　　　　　など

＋ウォーキングでプラス 1000 歩目指そう！
　大きな公園では、健康遊具に加えてゴムチップ舗装を施し
ているウォーキングコースもあり有酸素運動も一緒に行えま
す。
　かごしま市民すこやかプラン（第二次鹿児島市健康増進計
画）の中間評価の結果では、若い世代からほとんどの世代で
歩数の減少　がみられました。

　今よりも 1000 歩、時間にして 10 分多く歩くことで、運
動不足を解消するだけでなく、生活習慣病の予防やストレス
の解消にもつながります。

　ちょっとの心がけや行動が、
　　　　　　　　あなたの健康を支えます。

歩き方のポイント

1. 姿勢 2. 歩幅 3. 腕振り

お腹を引き締め、
頭の真上から糸で
吊り下げられてい
るイメージで姿勢
を正す

はじめはゆっく
り 歩 き だ し 、❶
→❷→❸の順に
意識する

❷お尻に
　力を入
　れる

❶足の指全
　体で地面
　を押す

❸腰を押し
　出す

歩くテンポに応じ
た自然な角度で、
肘の角度は変えず
に振り子のように
腕を振る



健康遊具・ウォーキングの利用上の注意

準備運動をしっかりと 呼吸は止めないで水分補給を忘れずに
ウォームアップ
ストレッチ等を行い、徐々に体
を温めて血液の循環を促します。
ケガを防ぎ、膝痛等、疲れをた
めないために行いましょう。

汗をかくことで体温の上昇を防いでいます。汗となる
体内の水分が不足すると、熱中症などを起こす危険が
あります。
水、スポーツドリンクなど
で、水分補給をしましよう。
ただし、利尿作用があるカ
フェインを含む飲料（コー
ヒー、紅茶など)は、水分補給
には向きません。

クールダウン
急に運動を止めると心臓の負
担になるため、徐々に終わら
せることが大切です。
疲労回復を早め、筋肉痛を防
ぎます。

※睡眠不足や体調が悪い時には、無理をしないことも大切です。

息を止めてりきむのは危険です。
お腹でゆっくりと呼吸しながら運動を行って
ください。

①鼻から息を吸う。 ②口をすぼめて
口から息を吐く。

●医師の治療を受けている人は、使用にあたって主治医へご相談ください。
●気分が悪くなった場合は、速やかに使用を中止して、必要に応じ、医師へ相談してく
　ださい。
●天候によっては器具の表面温度が高くなる場合がありますので、やけどに注意してく
　ださい。
●雨の日や雨上がりは遊具がすべることがありますので十分ご注意ください。
●器具に故障などの不具合があると感じたら、使用を速やかに中止してください。
●大人向けの遊具のため、重く作られているものや速い速度で動くものもあります。
　危険を伴うことから、子供の使用は禁止です。

公園や通学路は子どもの利用が想定される公共的空間です。
受動喫煙を防ぐための配慮をしましょう！

レクリエーションなどに

　　ご活用ください

　　　　　無料です

市内の保健センター ・保健福祉課 ・長寿あんしん相談センターに

町内会の集まりの時に！ふれあい会食の前後に！子ども会などでもどうぞ！

健康づくりのための貸出物品あります！

お箸の使い方も上達！
対戦形式でとっても
盛り上がります

からだを動かしなが
ら、頭も使ったコグニ
サイズに！

楽しく安全に！大人か
ら子どもまで盛り上が
ること間違いなし！

豆つかみ
（2 セット）

ボウリング＆
レクゴルフラダー

【お問い合わせ先】 貸出物品は保健センター、保健福祉課、長寿あんしん相談センター ( 旧 5 町を除く ) に配置しています。
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名称 電話
北部保健センター
東部保健センター
西部保健センター
中央保健センター

244-5693
216-1311
252-8522
258-2370

名称 電話
南部保健センター
吉田保健福祉課
桜島保健福祉課

268-2315
294-1215
293-2360

名称 電話
松元保健福祉課
郡山保健福祉課
喜入地区保健センター

278-5417
298-2114
345-3434



第 12回
北部ふれあい健康まつり

11月 11 日（月）
10:00 ～ 15:30
北部保健センター

北部保健センター
TEL099-244-5693
Fax099-244-5698

午前：活動展示・各種体験コーナー（脳活性チャレ
　　　ンジ、体脂肪測定、体力測定、試食等）
午後：舞台発表（合唱・健康体操等）

第 31回
東部健康づくり交流会

11月 22日（金）
10:00 ～ 15:00
中央公民館

東部保健センター
TEL099-216-1311
Fax099-216-1308

午前：舞台発表
午後：活動展示、各種体験コーナー (脳活性チャレ
　　　ンジコーナー、90歳以上写真コーナー、血管
　　　年齢測定、体力測定、食生活コーナー )

第 20回
西部かがやき健康祭

11月 19日（火）
10:00 ～ 15:00
西部保健センター

西部保健センター
TEL099-252-8522
Fax099-252-8541

午前：活動展示・各種体験コーナー (体力測定、体
　　　操、試食等 )、お達者クラブ等活動紹介、作
　　　品展示
午後：学習成果発表

第 30回
中央ふれあい健康展

11月 15日（金）
10:00 ～ 15:00
中央保健センター

中央保健センター
TEL099-258-2370
Fax099-258-2392

午前：活動紹介、測定コーナー、体験コーナー、料
　　　理展示・試食等
午後：学習成果発表、特別講演

第 33 回 
谷山健康まつり

11 月 18 日 ( 月 )
10:00～15:30
南部保健センター

南部保健センター
TEL099-268-2315
Fax099-268-2928

午前：お達者クラブ等の活動紹介、体操、食生活コ
　　　ーナー、親子あそび
午後：特別講演

2018
桜島地域ふるさと秋祭り
「健康づくりコーナー」

11 月 23 日 ( 木 )
9:00～13:20
桜島総合体育館

桜島保健福祉課
TEL099-293-2360
Fax099-293-3744

健康相談 (血圧測定 )、健康情報パネル展示、お達
者クラブの活動紹介など
特別講演

喜入わいわいまつり
「健康相談コーナー」

11 月 23 日 ( 木 )
9:30～15:00
喜入いきいきふれあい広場

喜入地区保健センター
TEL099-245-3434
Fax099-345-3437

健康相談、お達者クラブの活動紹介・作品展示
食生活改善推進員による展示、運動普及推進員に
よる体力測定及び体操、らくらく体操

よしだふるさとまつり
「健康づくりコーナー」

11 月 25 日 ( 日 )
10:00～15:00
吉田運動場

よしだふるさとま
つり実行委員会
TEL099-294-1217

健康情報パネル展示、お達者クラブ活動紹介、
健康相談等

2019
桜島地域ふるさと秋祭り
「健康づくりコーナー」

11 月 23 日 ( 土 )
8:50～14:45
桜島総合体育館
補助体育館等

桜島保健福祉課
TEL099-293-2360
Fax099-293-3744

健康相談 (血圧測定 )、健康情報パネル展示、お達
者クラブの活動紹介など
特別講演

喜入わいわいまつり
「健康相談コーナー」

11 月 23 日 ( 土 )
9:30～15:00
喜入いきいきふれあい広場

喜入地区保健センター
TEL099-345-3434
Fax099-345-3437

健康相談、お達者クラブの活動紹介・作品展示
食生活改善推進員による展示、運動普及推進員に
よる体力測定及び体操、らくらく体操

よしだふるさとまつり
「健康づくりコーナー」

11 月 24 日 ( 日 )
10:00～15:00
吉田運動場

よしだふるさとま
つり実行委員会
TEL099-294-1217

健康情報パネル展示、お達者クラブ活動紹介、
健康相談等

郡山地域ふるさと祭
「いきいき健康コーナー」

12 月 1日 ( 日 )
10:00～15:00
郡山体育館

郡山保健福祉課
TEL099-298-2114
Fax099-298-2916

健康相談、お達者クラブの活動紹介、食生活改善
推進員による展示等

よしだふるさとまつり
「健康づくりコーナー」

11 月 25 日 ( 日 )
10:00～15:00
吉田運動場

よしだふるさとま
つり実行委員会
TEL099-294-1217

健康情報パネル展示、お達者クラブ活動紹介、
健康相談等

フェスタ　まつもと
「健康ふれあいコーナー」

12 月 15 日 ( 日 )
9:00～15:00
松元平野岡運動場

松元保健福祉課
TEL099-278-5417
Fax099-278-4097

健康相談、お達者クラブの活動紹介、健康情報パネ
ル展示

第３６回市民健康まつり
希望の方は、保険証と受診券をご持参
ください。

無料で特定 ( 長寿 ) 健診が受診
できます！(受付：9時 30分～12時 )

日　時：１１月１０日（日）　10時～15時 30分　　　場所：鹿児島アリーナ 
テーマ：「かごしま市民すこやかプラン～みんなで楽しく健康づくり～」
内　容：健康トークショー、各種体操の実演・指導、体力測定診断、その他の測定･検査
　　　　各団体における相談・展示・体験コーナー（歯と口・薬・栄養・食生活・リハビリ・介護等）
　　　　特定 (長寿 ) 健診（受付：9時30分～12時）
市民健康まつり実行委員会事務局（鹿児島市医師会内）　TEL 099-226‐3737　　FAX 099-225-6099

「かごしま市民すこやかプラン」普及月間です !!　
身近な場所で行われるイベントに参加してみませんか



慈眼寺ふるさとウォーキング 谷山第２中央公園

東部保健センター　℡099-216-1311

11月14日(木)

花と緑の吉野公園ウォーキング 吉野公園 北部保健センター　℡099-244-569311月   7日(木)

甲突河畔ウォーキング 鹿児島アリーナ

中央保健センター　℡099-258-2370

11月10日(日)

城山すそ野ウォーキング 中央公民館前

南部保健センター　℡099-268-2315

11月13日(水)

与次郎・海の道ウォーキング

【対象者】市民の方　　　【参加費】1人 1回５０円 (保険料含む )
【その他】申込み不要（当日、現地にお集りください。）雨天の場合は中止
　　　　　駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。（吉野公園は有）
【時　間】時間は 5ヶ所とも、全て 10：00～ 12：00　（受付時間 9：30～ 9：50）

かごしま健康の森公園で開催した春を迎えるウォーキングは、2㎞と 2.5 ㎞コース
そして新設した薬草探索（2.0 ㎞）コースに子どもから大人まで２００人を超える
参加がありました。晴天に恵まれ、ピークは過ぎたもののまだまだ見頃の桜に皆さん
笑顔がはじけ、また、道中の桜吹雪や薬草の説明にも大変満足された様子でした。
最後にお渡しした参加賞の花苗も好評でした。ケガや事故等もなく無事終了しました。
晴天に感謝！！

健康ニュース第 47号でご案内した健康づくりイベントの活動報告です。

鴨池児童公園

西部保健センター　℡099-252-8522

11月20日(水)

第１３回春を迎えるウォーキング
公益財団法人鹿児島市公園公社 平成３１年３月３１日（日）

地域の方々に気軽に参加していただける「まちかど健康チェック」を組合員主催で
開催しています。コープ城西店では、血圧測定、体脂肪測定、血管年齢測定等を行い
22名の方が参加されました。参加者からは「食生活に気をつけたい」「毎月楽しみ
にしています」などの声が聞かれました。今後も定期的に行う予定です。お買い物つ
いでにぜひお立ち寄り下さい。

まちかど健康チェック
鹿児島医療生活協同組合

令和元年５月１７日（金）

 

～鹿児島市健康づくり月間関連イベント～

【開催日】令和元年 12月１日（日）10時～ 12時（9時 30分受付開始）※雨天中止
【対象者】どなたでも　　【会場】かごしま健康の森公園　2.0kmコース、2.5kmコース
【参加費】無料　　　　　【事前申込】不要　　
【問い合わせ先】かごしま健康の森公園　TEL：099－238－4650　FAX：099－238－4548

【開催日】令和元年 9月 29日（日）9時 30分～ 12時 30分（受付 9時 15分～）
【会　場】桜島遊歩道路 (桜島国民宿舎レインボー足湯広場に集合 )
【参加費】500 円、ポールレンタル料 300 円　　　【事前申込】必要　先着 100 名
【内　容】桜島でノルディック・ウォーク　5KMコース、10KMコース　
【問い合わせ先】鹿児島県ノルディック・ウォーク連盟　TEL：099－226－0923　FAX：099－226－0346

ヤマモミジ、イチョウ、ケヤキなど色とりどりに紅葉して華やかに彩られる自然豊かな公園を、観賞しな
がらゆっくり歩きます！動きやすい服装で水分補給の飲み物やタオルなどをお持ちの上、お集まりください。

第 5 回晩秋を楽しむウォーキング

ノルディック・ウォーク　IN　桜島

スポーツの秋！！健康づくりのために、安全で効果的なウォーキングを楽しんでみませんか



 
開催期日等 会場等 事業名等 内　　容 問い合わせ

10 月 18 日（金）
18：40 受付開始

19：00～20：30

 鹿児島市立科学館
5 階宇宙劇場

働きざかりのための
リラクゼーション

講座
リラクゼーション in

プラネタリウム
※

鹿児島市保健所
保健予防課

TEL 099-803-6929
FAX 099-803-7026

申込先：鹿児島市立科学館
TEL 099-250-8511

鹿児島市
中央保健センター

TEL 099-258-2370
FAX 099-258-2392

①リラクゼーション講話
②プラネタリウム
③音楽
★対象：18 歳以上の市民
★定員：250 名　★参加料：無料
★事前申込：必要 (10/9〜申込開始 )

毎月第 2 土曜日
7：50～受付開始
8：00～9：00

 カクイックス店受付
（加治屋町 3-1）

 中央保健センター

ノルディック
・ウォーク

甲突川沿体験会

脳活性チャレンジ
講座
※

鹿児島県ノルディック・
ウォーク連盟

TEL 099-226-0923
FAX 099-226-0346

大久保利通生い立ちの地で準備運動し、
甲突川沿いを１時間「健康寿命延伸の
ために」ノルディック・ウォークで歩
きます。
★参加料：200 円、
　ポールレンタル料必要者 300 円
★事前申込：必要

10 月 11 日 ( 金 ) 認知症についての講話
　( しょこらクリニック院長　西本紀一郎氏 )

10 月 28 日 ( 月 ) 運動・脳トレ、講話
( 運動指導員　高司譲氏、中央保健センター保健師 )

★対象：市民
★参加料：無料　★事前申込：不要

10 月 24 日（木）
9：30～受付開始
10：00～12：00

10 月 11 日（金）
10 月 28 日（月）

14：00～16：00

 鹿児島女子
短期大学

高齢者の健康づくり
講座④

鹿児島女子短期大学
公開講座係

TEL 099-254-9191
FAX 099-254-5914

テーマ：からだとこころをゆるめよう
～臨床動作法のご紹介～
★対象者：高齢者　★定員：30 名
★参加料：無料 　★事前申込：必要

11 月 23 日（土）

講演会
9：30〜受付開始

10：00～11：10

カウンセリング体験
13：30～16：10
①13：30〜14：30
②15：10〜16：10

 かごしま県民
交流センター
大研修室第３

11/23
産業カウンセラーの日

講演会
＆

カウンセリング体験

一般社団法人
日本産業

カウンセラー協会
九州支部　

鹿児島事務所
TEL 099-216-8732
FAX 099-216-8733

・講演会「ストレスチェック事例から
　学ぶ職場のメンタルヘルス」
　講師　小田原努氏
　（ヘルスサポートセンター鹿児島所長）

　★定員 70 名 ( 先着順 )
　★参加料：無料

・産業カウンセラーによる「カウンセ
　リング体験」
　カウンセラー：協会会員 ( 有資格者 )
　★定員 20 名 ( 各回 10 名・先着順 )
　★対象者：一般及び会員
                   (20 歳以上の方 )
　★参加料：無料　★事前申込：必要

10 月   9 日・23 日（水）　   
11 月 13 日・27 日（水）　　　
12 月 11 日・18 日（水）　 　
   1 月   8 日・22 日（水）　　
   2 月  12 日・26 日（水）
   3 月  11 日・25 日（水）
        9：30 受付開始
     10：00～12：00

 勤労青少年
ホーム体育館

（鴨池 2 丁目）

中高齢者体操教室
「らくらく体操教室」

鹿児島県
健康生きがいづくり
アドバイザー協議会
　　　　　( 田中 )

TEL 099-268-1030
FAX 099-268-1030

①エアロビクス
②ストレッチ体操
③脳トレ・太極拳
④健康生きがいづくり講話とマジック
⑤ラジオ体操
★どなたでも参加できます

（随時受付）

( 令和元年 10月から 2年 3月まで )

 



 
開催期日等 会場等 事業名等 内　　容 問い合わせ

12 月 1 日（日）
11：00～17：00

11 月 24 日（日）
13：00〜受付開始
13：15～17：00

マルヤガーデンズ
天文館ベルク広場

かごしま県民
交流センター

3 階

第 5 回
かごしま食育

フェスタ
※

第 4 回
ノルディック・ウォーク

県民公開講座

鹿児島市保健所
保健政策課

TEL 099-803-6861
FAX 099-803-7026

鹿児島県ノルディック・
ウォーク連盟

TEL 099-226-0923
FAX 099-226-0346

食に関する展示、体験、物販等
★入場料無料

（参加費はブースにより異なる）
★対象：一般

講演 1)
「熊本県のノルディックの活動状況」
講演 2)

「健康寿命の延伸に効果的な、適正な
歩行とノルディック・ウォーク」
　講師：鹿児島大学医学部教授　丸山征朗氏
3) 体験会同行案内者・東川隆太郎氏
　 約 5KM コース
参加料 200 円、ポールレンタル料 300 円
事前申込：必要

12 月 3 日（火）～
12 月 8 日（日）

9：30～18：00
（最終日は 17：30 まで）

鹿児島市立美術館
一般展示室Ⅰ

こころで描く絵画展
※

鹿児島市保健所
保健予防課

TEL 099-803-6929
FAX 099-803-7026

精神科やクリニック、保健所等で活動
している人たちの作品展示など
★対象者：市民の方ならどなたでも
★参加料：無料  ★事前申込：不要

1 月 10 日（金）
14：00～15：30 中央保健センター

ロコモ（ひざ痛・腰
痛）予防教室

※

鹿児島市
中央保健センター

TEL 099-258-2370
FAX 099-258-2392

ひざ痛・腰痛予防に関する講話と実技
（米盛病院　リハビリテーション部
　理学療法士　白木信義氏）
★対象者：市民の方ならどなたでも
★参加料：無料　 ★事前申込：不要

1 月 18 日（土）
10：00～17：30

山形屋
1 号館７階

社交室

第 37 回
学校給食展

鹿児島地区
栄養教諭等協議会

TEL 099-261-6624
FAX 099-261-6671

成長期を食で応援
～キバレ鹿児島！！ 2020～
学校給食の展示、子どもたちの作品等
展示、パネル、学習コーナー
★対象者：どなたでも参加できます
★参加料：無料   ★事前申込：不要

1 月 27 日（月）
2 月 20 日（木）

受付時間　
8：30～11：00、
13：00～14：30

天文館ベルク広場
（金生町 3-1）

女性 ( 鹿児島市民 )
を対象とした

（検診バスを配置）

公益財団法人　
鹿児島県民総合
保健センター

TEL　099-220-2978

≪検診のご予約・
　お問い合わせ≫
★がん検診専用

ダイヤル
TEL　099-214-5489

受付時間：8 時～
　　　　　21 時

(12/28～ 1/5 を除く毎日 )

■「子宮頸がん検診」( 要予約 )
〇検査項目…問診及び子宮頸部の細胞診

〇対象者　…今年度 20 歳以上、

〇検診料金…600 円

■「乳がん検診」( 要予約 )
〇検査項目…問診及びマンモグラフィ検査

　　　　　　・40 歳代→2 方向撮影

　　　　　　・50 歳以上→1 方向撮影

〇対象者　…今年度 40 歳以上、

鹿児島市住民の女性

〇検診料金…（40 歳代） 1,300 円

　　　　　　（50 歳以上）800 円

※個人で受けると約 10,000 円かかる検査を

　鹿児島市が一部を補助。

※70 歳以上・生活保護世帯・非課税世帯等

　は必要書類の提示で無料｡

■「骨粗しょう症検診」　
■「大腸がん検診」
★事前予約：必要 ( がん検診専用ダイヤル )

2 月 13 日（木）
12：30 受付開始

13：00～16：30

かごしま県民
交流センター

慢性腎臓病（CKD）
予防セミナー

※

鹿児島市役所
国民健康保険課

TEL 099-808-7505
FAX 099-216-1200

慢性腎臓病体験発表や栄養士の講話、
医師、歯科医師の講話のあと、医師及
び管理栄養士、保健師による相談があ
ります。
★対象者：どなたでも参加できます
★参加料：無料  ★事前申込：必要

・「子宮頸がん検診」
・「乳がん検診」
・「骨粗しょう症検診」
・「大腸がん検診」

｝お問い合わせくだ
さい｡( 予約不要 )



市民会議だより第 48号をお届けいたしました。次号は令和 2年 3月下旬発行予定です。
発行：鹿児島市健康づくり推進市民会議
お問い合わせ・参加団体申し込み：(事務局 )鹿児島市健康福祉局保健所保健政策課
TEL099-803-6861　　FAX099-803-7026　　 E-mail：kenkodukuri@city.kagoshima.lg.jp

　鹿児島市健康づくり推進市民会議は、すべての市民が健やかで心豊かに生活できる社会をめざし、市民、
関係機関・団体が、効果的で一体的な健康づくり運動を推進するために発足しました。市民会議では、さら
に取組を推進するため、参加団体を募集しています。詳しくは、下記 (事務局 )までお問合せ下さい。

会 員 募 集

テーマ： 生と性と死を考える　 ～ お坊さんが行う中学校性教育授業を通して ～
◎思春期における健康教育◎

キッズや親子、育児中の親が参加できるイベント情報

日時：10月 6日（日）15:05 ～ 15:55　　講師：古川　潤哉氏 (浄土真宗本願寺派　佐賀県伊万里市浄誓寺僧侶 )
場所：鹿児島市医師会館　　　　　対象者：一般市民　　　　　参加料：一般市民 3,000 円 / 学生 500 円
事前申込み：必要　　問い合わせ先：公益社団法人鹿児島県助産師会　　TEL　099-210-7560

 
開催期日等 会場等 事業名等 内　　容 問い合わせ

※日程・会場および内容については
お問合わせください。

2 月 20 日 ( 木 )
10:00 受付開始
10:30~14:30

谷山サザンホール
精神保健福祉

ふれあい交流会
※

鹿児島市保健所
保健予防課

TEL 099-803-6929
FAX 099-803-7026

医療機関や福祉施設などで社会復帰
に取り組む人たちの舞台発表・作品
展など
★対象者 : どなたでも参加できます
★参加料 : 無料
★事前申込 : 舞台発表・作品展示は必要

まちかど
健康チェック

鹿児島医療生活
協同組合

健康まちづくり部
TEL 099-260-3532
FAX 099-260-8090

市内 23 箇所のスーパー等で実施。 
血圧、体脂肪測定、尿チェック ( 蛋
白・糖・潜血・塩分 )、動脈硬化度測
定、骨密度測定、足指力測定など
★参加料 : 無料 ( 但し、骨密度測定の
み 300 円の負担あり )

★パパママ世代の健康づくり教室★
①10月 2日（水）13:00 ～ 14:30　親子運動遊びでリフレッシュ（運動指導員 高司佳代氏）
　　　　　　　　　　　　　　　　対象者 : 2 歳～就学前の子どもと父親（母親も可）
②10月 17日（木）10:30 ～ 11:30　親子ふれあい遊び＆おしゃべりタイム
　10月 24日（木）10:30 ～ 11:30　パパママの健康が一番 (食生活 )( 講師：中央保健センター管理栄養士）
対象者 :１歳の子どもと親 (2 回目 24日は、親のみの講座 )で、17日・24日両日参加可能な方
会　場：すこやか子育て交流館（りぼんかん）
参加料：無料（託児あり）　　事前申込：必要（※詳細は①は市民のひろば 9月号、②は 10月号に掲載）
問い合わせ先：すこやか子育て交流館（りぼんかん）　TEL　099-812-7740　FAX　099-812-7744
　　　　　　　中央保健センター                 　　　　TEL　099-258-2370　FAX　099-258-2392

★公開講座★　「パパの ゛笑顔 ゛が未来を変える」　～　男性の育児参加が家庭・社会に生み出すメリット　～

日時：11月 9日（土）13:30 ～ 15:45　　講師：安藤　哲也氏
場所：鹿児島女子短期大学　　対象者：一般市民　　　参加料：無料 　　事前申込み：必要
問い合わせ先：公益社団法人鹿児島県助産師会　TEL　099-210-7560　

★キッズけんこうチャレンジ★

「早寝早起き」「歯みがき」など健康に関する目標をたて、実施した日はシールを貼りながら 1か月間取り組みます。
取り組み期間：12月～ 1月　★対象：小学生以下　★参加料：無料　※報告書を出された方全員に参加記念品を進呈。
問い合わせ：鹿児島医療生活協同組合本部健康まちづくり部　TEL 099-260-3532　FAX 099-260-8090

(NPO法人ファザーリング・ジャパン　ファウンダー /代表理事）


