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問い合わせ先　健康長寿課高齢福祉係　☎�１３１１

問い合わせ先　伊佐ＰＲ課交流ＰＲ第１係　☎�４１１３

４月からデータ放送が新しくなりました！
　伊佐市では、ＭＢＣテレビのデータ放送で
お知らせを 24 時間放送しています。
　使い方は、次のとおりとても簡単です。

　４月からＭＢＣデータ放送の「自治体情報」が新しくなり、各
市町村からのイベント情報などが簡単に見ることができるように
なりました。天気やニュースも、いつでもチェックできます。

　天気などの生活情報、防災情報、桜島噴火情報などを携帯
電話やパソコンのメールで、毎日お届けするサービス「ふる
ぷりネット」でも、データ放送に掲載され
た市からの最新情報をお届けしています。
登録は無料です。

　　　　　　「ふるぷりネット」で検索か、
　　　　　　　　　こちらからどうぞ

便利な情報お届けサービス「ふるぷりネット」の登録もどうぞ！

TV

１

２

ＭＢＣテレビのチャンネルに合わせる。

リモコンのｄボタン　　　　　　を押す。（データ放送）

ピッ

市からのお知らせやイベント情報がいつでもテレビで見られる「ｄ」ボタンをピッ！

 サービス名 対象者 内容 利用者の負担 手続き

生活支援
サービス

 65 歳以上の要介護認定を受
 けていない高齢者で、病中
 病後など一時的に支援を必
 要とする人

 家事・買い物などの
 生活支援サービス費
 用の一部を助成

1 時間当たり
100 円  健康長寿課

 （大口庁舎）
 
 健康長寿課分室
 （菱刈庁舎）

 必要な物
 ・印鑑

緊急医療
情報キット

 ・災害時要援護者台帳登録者
 ・ひとり暮らしの 65 歳以上
    の高齢者
 ・65 歳以上の高齢者のみの
    世帯に属する人

 情報シートにかかり
 つけ医療機関・持病
 や服薬などの情報を
 記入して自宅の冷蔵
 庫に保管し、救急や
 災害時に、救急隊等
 に医療情報を提供す
 る

無料

日帰り入浴
サービス

 市内の 60 歳以上の高齢者
 で老人クラブ連合会所属の
 会員または任意団体

 介護予防の一環で、
 まごし館において給
 食や入浴などのサー
 ビス提供

1 回当たり
1 人 1,000 円

 伊佐市社会福祉協
 議会へ団体ごとに
 申し込み
 （☎� 4120）

高齢者給食
サービス

 65 歳以上の高齢者のみの世
 帯及び身体障がい者

 月曜日から土曜日ま
 で昼食や夕食の提供

1 食当たり
650 円

 伊佐市社会福祉協
 議会へ申し込み
 大口地区 ☎� 0011
 菱刈地区 ☎� 4120

伊佐市高齢者福祉サービス の お知らせ
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　次のような高齢者サービスを実施しています。希望する人は早めに申請して
ください。（家族の人や代理の人でも申請できます。）自分で申請ができない人
は、民生委員・自治会長・福祉協力員にご相談ください。

伊佐市高齢者福祉サービス の お知らせ

  サービス名 対象者 内容 利用者の負担 手続き

福祉タクシー
利用券

 平成 26 年度中に 75 歳以上
 になる高齢者
 身体障害者手帳（  　1・2級 ）
 療育手帳
 精神障害者福祉手帳

 通院と買い物のため
 に利用できる１枚
 500 円のタクシー利
 用券を年 24 枚発行
 （１回に３枚まで使用可）

 健康長寿課
 （大口庁舎）

 健康長寿課分室
 （菱刈庁舎）

 必要な物
 ・印鑑
 ・該当する手帳等
 ・免許証や保険証
　など受給者の身
    分を証明できる
    もの

はり・きゅう
施術助成

 平成 26 年度中に 70 歳以上
 になる高齢者で、医療給付
 の対象とならない「はり・
 きゅう施術」を受ける人

 1 枚 500 円の受診券
 を年 20 枚発行

総合保健福祉
センター

（まごし館）
利用証

 70 歳以上の高齢者
 身体障害者手帳
 療育手帳
 精神障害者福祉手帳

 まごし館の温泉浴室
 等の使用料の減額

1 回当たり
150 円

寝具乾燥
サービス

 在宅の 65 歳以上の寝たきり
 高齢者及び身体障害者手帳
 （1・2 級）所持者

 寝具類（掛布団、敷
 布団、毛布）の洗濯・
 乾燥（年 3 回まで）

1 回当たり
660 円

理髪サービス  在宅の 65 歳以上の寝たきり
 高齢者

 理髪業者が居宅にお
 いて理髪を行います
 （年 4 回まで）

1 回当たり
400 円

長寿祝金支給
 ４月１日から翌年の 3 月末
 日までに、88 歳、100 歳に
 なる人

 ・1 万円と記念写真
   （88 歳）
 ・8 万円（100 歳）

－  市から支給対象者
 へ通知

老人介護手当
支給

 65 歳以上で要介護認定 4 以
 上の人を 6 か月以上同居ま
 たはこれに準ずる状態で介
 護している介護者

 支給決定した翌月分
 から対象となる月に
 1 万円を助成する
 （３月と 9 月に分けて支給）

－

 健康長寿課
 （大口庁舎）

 健康長寿課分室
 （菱刈庁舎）

 必要な物
 ・印鑑

 

◁緊急通報装置は、
    協力者（  2人 以上）
    の同意書も必要

日常生活用具
給付

 65 歳以上であって、心身機
 能の低下に伴い防火等の配
 慮が必要なひとり暮らしの
 高齢者等

 自動消火器の設置
 経費の助成

 利用者の世帯の所
 得税額による区分
 に応じて決定しま
 す

日常生活用具
貸付

 おおむね 65 歳以上であって、
 心身機能の低下に伴い身体
 介護が必要な寝たきり高齢
 者等（介護認定者を除く）

 電動ベッドの貸付 無料

徘徊高齢者
対策

 徘徊のみられる認知症高齢
 者またはその高齢者を介護
 している家族等

 徘徊探知機の機器購
 入等に要する初期費
 用を助成
 （上限 1 万円）

 助成額（上限 1 万
 円）を超える額

緊急通報装置
設置

 65 歳以上の高齢者のみの世
 帯及び身体障がい者のみの
 世帯

 自宅の電話に通報装
 置を設置し、協力者
 へ緊急時に連絡でき
 る体制を作る

 使用電話回線の基
 本料金及び通話料
 ・破損修理代金
 ※設置については
 　市で行います。

タクシー利用券が
１回の乗車につき３枚
まで利用できるよう
になりました。

｝所持者

｝所持者

 タクシー料金から
 助成額を差し引い
 た額

 １回当たり 500 円
 の助成額を差し引
 いた額
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平成26年度　伊佐市「ふれあい講座」受講生募集

みんなで楽しく
ふれあいましょう！

申込期間　４月８日（火）～５月 25 日（日）※定員になり次第締め切ります。

受 講 料　○ 12 回講座　2,500 円　　○６回・特別講座　1,500 円
　　　　　※別途教材費が必要な講座もあります。　
申込方法　大口ふれあいセンターに備え付けの「伊佐市ふれあい講座申込書」に必要事項を
　　　　　記入し、受講料を添えて、大口ふれあいセンター１階窓口に申込みください。
受講決定　ハガキによる決定通知
開 講　各講座毎に開講
問い合わせ先　社会教育課社会教育係　☎�１３１１

※４月 20 日までは、その講座を初めて受講する人のみを受け付けます。ただし、４月 21 日現在で定
　員に満たない講座は、１回受講したことがある人に限り受け付けます。
※３講座まで申し込みできます。
※シニアいきいき教室（高齢者教室）については、この限りではありません。

☆受講場所は、大口ふれあいセンターを中心に開設しますが、学習日、時間、場所、定員は変更にな
　る場合がありますのでご了承ください。

補助対象者　６次産業化に取り組む個人・団体
補助対象経費　６次産業化に必要な備品購入費や修繕料など
補助額及び補助率　上限 100 万円、補助対象経費の２分の１以内  
申込期限（第１回）４月 30 日（水）

 
 伊佐市では、６次産業化を推進し、農林水産資源の高付加価値化を促進するとともに農
林水産業の振興や地域経済の活性化を図るため６次産業化に取り組む個人・団体を支援し
ます。 
「補助対象経費等」 

６次産業化に必要な備品購入費・修繕料などで、上限を１００万円とし、補助対象経費
の２分の１以内を助成します。 
※今年度の第１回目の申込期限を４月３０日（水）までとしますので、詳しく知りたい方
は市農政課までお問い合わせ下さい。 
お問い合わせ先 
市農政課農政第一係 電話２３－１３１１（内線２２４６） 

農林水産業の６次産業化  を支援します

農林水産資源の高付加価値化を促進し、地域経済の活性化を図るために

問い合わせ先　農政課農政第１係　☎�１３１１
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番号 講座名 学習内容（講師） 学習日 時　間 定員

１ 楽しい絵画教室      デッサンから作品制作まで楽しく描きま
   しょう。（林宏子） 第 1・3 土曜 10:00 ～ 12:00 15

２ 絵手紙入門    葉書に四季の草花を描いて大切な人に送
   りませんか。（松下竹二郎） 第 1・3 水曜     9:00 ～ 11:00 15

３ パンフラワー    パン粘土で花を作って、お家に飾ってみ
   ませんか。（栗野典子） 第 2・4 水曜 19:30 ～ 21:30 15

４ 手編み教室    一本の毛糸から好きなものを作り上げて
   ゆく楽しみを。（濱木奈奈美） 第 1・3 火曜 19:30 ～ 21:30 15

５ 古布創作    タンスの中の着物等を再生、自分に合う
   ものを創作しましょう。（藏内順子） 第 2・4 火曜 19:00 ～ 21:00 15

６ 焼き物教室    焼き物入門、初めての人チャレンジしま
   せんか。（河野眞智子） 第 2・4 土曜 13:00 ～ 16:00 15

７ やさしい
ピラティス

     簡単な運動を行い、筋肉のバランスを整
   えて均整のとれた体を。（大藪良子） 第 2・4 火曜 19:00 ～ 21:00 25

８ エッセイ教室    日々の出来事などを文章にしてみません
   か。（田ノ上淑子） 第 2・4 土曜 19:00 ～ 21:00 15

９ 伊佐ふるさと
探訪

    伊佐の歴史と現代の施設を学びながら、
   ふるさと発見！ （原田純一） 第 2・4 金曜 13:00 ～ 16:00 20

10 なごやか
市民教室

   老若男女問わず、身の回りのことや趣味
   的なことを楽しく学びましょう！
   （社会教育課）

第 1・3 金曜     9:30 ～ 11:30 20

11 シニア
いきいき教室

   65 歳以上対象、多種多様な講座と学習交
   流を行います。（社会教育課） 第 2・4 水曜     9:30 ～ 11:00 50

12 使える英会話    自己紹介や、簡単な道案内など初心者の
   ための英会話教室です。（井ノ上千秋） 第 1・3 金曜 19:00 ～ 21:00 20

ふれあい講座（12 回）　期間：６月～ 11 月　

ふれあい講座（６回）　期間：６月～ 11 月
番号 講座名 学習内容（講師） 学習日 時　間 定員

13 やさしい
アロマテラピー

    アロマの基礎を学んで生活に癒しと楽し
   みを加えてみませんか。（中村好江） 第１火曜 19:00 ～ 21:00 15

14 俳句入門     五・七・五による言葉の調べにより心の中の
   情景を広げる俳句を学びましょう。（清水恒） 第１土曜 13:00 ～ 16:00 15

15 伊佐の遺跡に
学ぶ

   県の考古学発祥の地「伊佐の遺跡」をい
   っしょに学びませんか。（新東晃一） 第１水曜 14:00 ～ 16:00 25

16 デジタルカメラ
入門

   操作方法から撮影のコツまで楽しく学び
   ませんか。＜デジカメ持参＞（小林幸雄） 第３土曜 19:00 ～ 21:00 20

17 男性のための
料理教室

   おいしい料理を作りませんか。土曜のラ
   ンチをいっしょに作りましょう。 
   （食生活改善推進委員会）

第２土曜 10:00 ～ 12:00 15

18 はじめてのヨガ    ヨガをはじめてみませんか。心も身体も
   リフレッシュ。（土生さとみ） 第１日曜 10:00 ～ 12:00 25

19 かろやかに
社交ダンス

   初心者のための社交ダンスです。基本の
   ステップからはじめましょう。（前田浩） 第２土曜 19:00 ～ 21:00 20

平成26年度  
伊佐市「ふれあい講座」受講生募集

特別講座（５回）　期間：６月～ 11 月（ふれあい講座と重複受講可）
番号 講座名 学習内容（講師） 学習日 時　間 定員

20 海音寺文学に
親しもう

   海音寺潮五郎の作品にふれてみませんか。
   （鹿児島純心女子大学 古閑 章教授） 第４土曜 14:00 ～ 15:30 30



   瓜之峰公民館    9:15 ～       9:25    下手風呂元・田上さん宅前 13:10 ～ 13:15
   本城地区集会施設   9:35 ～     9:45    下手上多目的集会施設 13:25 ～ 13:35
   青木元上・鹿北製油工場跡前   9:55 ～ 10:00    下手浜場停留所前 13:45 ～ 13:50
   青木元地区教育集会所 10:10 ～ 10:20    下手須川・ごみ収集所横 14:00 ～ 14:05
   場ノ木集会施設 10:30 ～ 10:35    下手下集会施設 14:15 ～ 14:20
   比良地区集会施設 10:45 ～ 10:50    下荒田公民館 14:30 ～ 14:40
   本城町・覚誓寺前 11:00 ～ 11:05    大峰・ごみ収集所横 14:45 ～ 14:50
   荒田地区集会施設 11:15 ～ 11:20    市役所（菱刈庁舎）東側車庫前 15:00 ～ 15:10

５／14
水曜日
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   金波田・岩城さん宅前   9:10 ～     9:20    八代公民館 13:10 ～ 13:25
   金波田公民館   9:25 ～     9:35    宮人公民館 13:35 ～ 13:50
   堂崎公民館   9:40 ～     9:50    馬渡公民館 14:00 ～ 14:05
   羽月鉄道記念公園前   9:55 ～ 10:15    羽月田代公民館 14:20 ～ 14:25
   髙津原・土師さん宅前 10:20 ～ 10:25    辺母木公民館 14:35 ～ 14:45
   湯ノ谷・本石さん宅前 10:35 ～ 10:45    羽月西青少年センター 14:55 ～ 15:05
   下殿公民館前 11:00 ～ 11:10    川岩瀬公民館 15:15 ～ 15:25
   下ノ木場精米所前 11:20 ～ 11:30

   楠本集会施設    9:20 ～     9:30    川南・農協川南出張所跡前 13:25 ～ 13:30
   新拓集落センター    9:40 ～     9:45    町舟津田上集会所 13:40 ～ 13:45
   新川集落センター    9:55 ～ 10:00    築地・若宮神社前 13:55 ～ 14:00
   五色・内田さん宅前 10:10 ～ 10:15    築地集会施設 14:10 ～ 14:15
   麓後・梶川さん宅前 10:35 ～ 10:40    共進地区教育集会所 14:25 ～ 14:30
   本町公民館 10:50 ～ 10:55    共進納骨堂前 14:40 ～ 14:45
   下名集会施設 11:05 ～ 11:15    前目上・杉本さん宅前 14:55 ～ 15:00
   停車場青少年会館 11:25 ～ 11:30    前目公民館 15:10 ～ 15:20
   荒瀬多目的集会施設 13:10 ～ 13:15

   重留南集落センター    9:15 ～      9:20    徳辺上集落センター 11:30 ～ 11:40
   田中下・小山商店横   9:30 ～     9:35    花北下・中間商店前 13:10 ～ 13:15
   田中中・北山商店前   9:45 ～     9:50    花北営農研修センター 13:25 ～ 13:35
   田中・南方神社 10:00 ～ 10:05    薬師神社鳥居前 13:45 ～ 13:55
   田中上集会施設 10:15 ～ 10:20    下市山集会施設 14:05 ～ 14:10
   徳辺下集落センター 10:30 ～ 10:35    上市山・岡山さん宅前三叉路 14:20 ～ 14:25
   徳辺・上原さん宅前 10:45 ～ 10:50    東市山集会施設 14:35 ～ 14:40
   姫宮神社前 11:00 ～ 11:05    上市山集会施設 14:50 ～ 14:55
   小路・鮫島さん宅前 11:15 ～ 11:20    北部集会所跡 15:05 ～ 15:15

   城下公民館    9:10 ～      9:20    深川公民館 11:40 ～ 11:45
   北さつま農協曽木支所   9:25 ～      9:45    川西公民館 13:15 ～ 13:25
   山城入口前   9:55 ～ 10:00    針牟田公民館 13:30 ～ 13:45
   荻原・古城さん宅横 10:05 ～ 10:10    西方公民館 14:00 ～ 14:10
   田原公民館 10:20 ～ 10:25    西太良田代公民館 14:20 ～ 14:30
   北さつま農協針持支所 10:35 ～ 10:50    釘野々・上園さん宅前 14:40 ～ 14:45
   土瀬戸消防詰所 10:55 ～ 11:05    高塚公民館 14:55 ～ 15:00
   西太良地区コミュニティセンター 11:15 ～ 11:30    堂山公民館 15:10 ～ 15:20

   小川添公民館   9:20 ～      9:25    川北麓集会施設 13:25 ～ 13:30
   小川添野池・野池橋横   9:35 ～      9:40    湯之元・市営公衆浴場横 13:35 ～ 13:40
   永池鉱泉前   9:55 ～ 10:00    小原松山集会施設 13:50 ～ 13:55
   柳野三叉路 10:10 ～ 10:15    猶原集会施設 14:05 ～ 14:10
   楠原集会施設 10:25 ～ 10:30    平沢津公民館 14:20 ～ 14:25
   岩坪・納骨堂前 10:45 ～ 10:50    小原松山・園田さん宅前 14:40 ～ 14:45
   岩戸橋横 11:00 ～ 11:10    山田地区集会施設 14:55 ～ 15:00
   岩坪・緒方さん宅前 11:15 ～ 11:25    大山口・松下さん宅前 15:10 ～ 15:15
   本城宇都集会施設 11:35 ～ 11:40    山田・ひまわり館 15:25 ～ 15:30
   山下・鵜泊青少年会館 13:10 ～ 13:20

狂犬病予防注射日程表

４／21
月曜日

５／７
水曜日

５／９
金曜日

５／12
月曜日

問い合わせ先　環境政策課環境保全係　☎�１０６０

狂犬病予防注射&畜犬登録をお願いします

４／23
水曜日
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   永尾公民館   9:10 ～       9:20    篠原公民館 13:10 ～ 13:30
   北さつま農協目丸出張所跡    9:25 ～     9:45    山ノ口・川崎商店前 13:40 ～ 13:50
   北さつま農協東支所    9:55 ～ 10:10    北さつま農協木ノ氏出張所跡 14:00 ～ 14:25
   上青木東・中島修さん宅前 10:20 ～ 10:25    一ノ渡瀬牛尾入口三叉路 14:30 ～ 14:35
   中山・城さん宅前 10:35 ～ 10:40    笹野・長尾さん宅前 14:40 ～ 14:45
   新青木・木ノ下商店前 10:50 ～ 11:00    奈良野公民館 14:55 ～ 15:05
   上青木中公民館前 11:05 ～ 11:15    永野原・福吉理髪店前 15:10 ～ 15:15
   松ノ口三叉路 11:25 ～ 11:35    牛尾消防詰所前 15:25 ～ 15:35

   大口中学校正門入口   9:10 ～     9:25    浜里公民館 13:50 ～ 13:55
   水ノ手公民館   9:35 ～     9:50    木崎・大岩さん宅前 14:00 ～ 14:10
   原田公民館 10:00 ～ 10:10    木崎公民館入口 14:15 ～ 14:20
   小水流・あたご店前 10:20 ～ 11:00    旧焼酎資料館前 14:30 ～ 14:50
   北薩森林管理署前市役所車庫 11:10 ～ 11:20    高柳公民館 15:00 ～ 15:05
   仲町公民館前 11:30 ～ 11:40    大田公民館 15:10 ～ 15:20
   中央公民館跡 13:20 ～ 13:40

   春村公民館三叉路   9:20 ～     9:35    中村林産前 13:10 ～ 13:15
   小木原東諏訪神社   9:45 ～ 10:00    小川内公民館 13:25 ～ 13:35
   小木原上公民館 10:10 ～ 10:20    五女木公民館 13:55 ～ 14:00
   停車場公民館（駅跡公園） 10:30 ～ 10:50    山野西小学校前 14:15 ～ 14:20
   山野中学校体育館横 11:00 ～ 11:10    猩々公民館 14:50 ～ 14:55
   尾之上公民館 11:20 ～ 11:30    井立田ポンプ室前 15:00 ～ 15:05

   山野基幹集落センター    9:20 ～      9:40    平原・下村橋横 13:10 ～ 13:25
   石井・旧小泉商店前   9:50 ～ 10:05    渕辺・谷川政昭さん宅横 13:35 ～ 13:45
   中村橋三叉路 10:10 ～ 10:20    北さつま農協平出水支所 13:55 ～ 14:15
   石井公民館 10:25 ～ 10:40    平出水上公民館 14:30 ～ 14:40
   木地山橋横 10:55 ～ 11:00    日東公民館 14:55 ～ 15:00
   旧布計駅前 11:15 ～ 11:20

   園田・梅木田商店前   9:10 ～    9:20    萩谷神社前 11:35 ～ 11:40
   鳥巣上公民館   9:30 ～    9:45    北さつま農協白木倉庫 13:20 ～ 13:30
   冨士福祉館   9:55 ～ 10:05    白木地区集会施設 13:35 ～ 13:45
   大島北公民館 10:15 ～ 10:25    富ヶ丘公民館 14:00 ～ 14:05
   大島南公民館 10:35 ～ 10:50    羽山公民館 14:20 ～ 14:25
   羽月地区公民館 10:55 ～ 11:15    白木・久野さん宅入口 14:35 ～ 14:40
   須原・馬頭観音様前 11:25 ～ 11:30    羽月山之神公民館 14:55 ～ 15:00

４／14
月曜日

４／11
金曜日

４／９
水曜日

４／16
水曜日

４／18
金曜日

　犬は、生涯１回の登録と毎年１回の狂犬病予防注射が法律で
義務づけられています。毎年必ず接種させましょう。

狂犬病予防注射に要する費用

　　　　生後 91 日以上の犬
　　　　※家の中で飼われている犬も対象
対象犬

　　 畜犬登録料
（生涯１回） 注射代 注射済票

交付手数料 計

未登録犬 　3,000 円 　2,850 円 　　550 円 　6,400 円

登録済犬 ― 　2,850 円 　　550 円 　3,400 円

狂犬病予防注射&畜犬登録
をお願いします

しっかり捕ま
えられる人と
一緒に来てね。

できるだけ、
おつりのない
ようにお願い
しま～す。

※４月１日からの消費税率引き上げに伴い、狂犬病予防注射の料金も
　変更しています。
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行政からのお知らせ

対 象 者　平成 26 年４月１日までに 70 歳の誕生日を迎えた人
　　　　　（誕生日が昭和 19 年４月１日までの人）
注　　意　一定の所得がある人は、これまでどおり３割負担です。
　　　　　なお、窓口負担には毎月上限額が定められていますが、この上限額も変わりません。
　　　　　※平成 26 年３月２日～４月１日に 70 歳の誕生日を迎えた人は、69 歳までと
　　　　　　比べて上限額が下がります。　

対 象 者　平成 26 年４月２日以降に 70 歳の誕生日を迎える人
　　　　　（誕生日が昭和 19 年４月２日以降の人）
２割となる時期　70 歳の誕生月の翌月から（ただし、各月１日が誕生日の人はその月）

（例）平成 26 年４月２日～５月１日に 70 歳の誕生日を迎える人は、５月の診療から２割負担になり
　　  ます。
注　　意　一定の所得がある人は、これまでどおり３割負担です。
　　　　　なお、窓口負担には毎月上限額が定められていますが、70 歳から２割負担となる人は、　
　　　　　69 歳までと比べて上限額が下がります。　

　70 歳から 74 歳の人の窓口負担は法律上２割となっていますが、特例措置でこれまで１割負担とさ 
れていました。平成 26 年度から、より公平な仕組みとするために２割負担に見直されることとなり
ました。　

　平成 26 年４月以降も、引き続き特例措置の対象になります。　

問い合わせ先　市民課健康保険係　☎�１３１１

国保から制度改正のお知らせ
平成 26 年４月２日以降に 70 歳の誕生日を迎える人

平成 26 年４月１日までに 70 歳の誕生日を迎えた人

70 歳の誕生月の翌月から医療費の

（ただし、各月１日が誕生日の人はその月から２割になります）
窓口負担が　割になります２

人権に関する悩みごとや相談はありませんか
　次の日程で特設人権相談所を開設します。相談は無料で秘密は守られます。
安心して利用してください。
※大口地区の相談会場は、大口ふれあいセンターから大口元気こころ館に
　変更になりました。
４月の特設人権相談日程
▽ 4 月    8 日（火）10 時～ 15 時　会場：大口元気こころ館
▽ 4 月 22 日（火）10 時～ 15 時　会場：まごし館（菱刈総合保健福祉センター）
問い合わせ先　市民課人権啓発・市民相談係　☎�１３１１

ご理解をお願いします

平成 26 年４月以降も医療費の

（平成 26年３月２日～４月１日に 70 歳の誕生日を迎えた人は、３割から１割になります）
窓口負担は　割のまま変わりません１




