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（１） 

心よりご冥福をお祈りしお見舞いを申し上げます 

　この度の東日本大震災において、お亡くなりになられた方々のご冥福を心よりお祈りいたしま

すとともに、被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げます。 

　今、全国各地から被災地に向けて支援の輪が広がっております。 

　当社協でも、福島県に職員を派遣し、支援活動を行うほか、義援金を社協本部や支部で受け付

けております。また、義援金箱を高齢者福祉センター、地域福祉館など当社協が管理運営する施

設（５５か所）に設置し、皆様の善意を募っております。（３ページ下段に関連記事） 

　被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。 

　皆様のご支援をよろしくお願いいたします。 

 



（２） 

地域福祉活動計画推進委員会 子育てサロンの支援 

共同募金（街頭募金）運動 福祉功労者表彰式 

介護講習会事業 在宅で寝たきり高齢者等へ 
見舞品の贈呈（贈呈式） 

生きがい対応型デイサービス事業 
（デイ与次郎／誕生会） 

ボランティアフェスタ 

ボランティア出前講座 訪問入浴サービス 



（単位：千円） 

平成２３年度 予算の内容 

（３） 

補助金収入 
２１５，６２０（１３．２％） 

寄付金収入 
１６，０００（１．０％） 

受託金収入 
９５８，４９４（５８．７％） 

会費収入 
１６，０００（１．０％） 

共同募金配分金収入 
３７，２２０（２．３％） 

その他の収入 
１０９，３２５（６．７％） 

介護保険等収入 
２８１，１４９（１７．２％） 

介護認定調査事業 
２２３，１９９（１３．７％） 

地域福祉活動推進事業 
１１１，８３７（６．９％） 

ボランティア活動振興事業 
４３，４４１（２．7％） 

介護保険関係事業 
２７７，７４１（１７．０％） 

福祉資金貸付事業 
１３，１７０（０．８％） 

法人運営事業 
１９７，６３９（１２．１％） 

施設等運営事業等 
７６１，６５２（４６．７％） 

福祉サービス利用支援事業 
３，１８８（０．２％） 

高齢者福祉センター谷山 
「開館１０周年記念生きがい祭り」 

福平福祉館　ふれあい会

会計区分 

一般会計 

特別会計 

1,633,808 

4,863

収　　入 

1,631,867 

4,717

支　　出 



（４） 



（５） 

お気軽にお問い合わせください。 
お待ちしています。 

大柄な方でも大丈夫ですよ 



（６） 

平成２２年度入門講座の様子 

ボランティアセンター講座（明和小） 

朝のあいさつ運動 一円玉募金活動 全校児童による始業前の清掃 

ボランティア出前講座（九州電力㈱） 



（７） 

　市社協では、地域福祉を推進するための事業活動の貴重な財源として、多くの事業所の皆様に会員
としてご支援をいただいております。ここでは、平成２２年度の会費をご納入いただいた会員をご紹介
いたします。 
　皆様の温かいご支援に心から感謝申し上げます。ありがとうございました。 

会費（年額：１口） 区　分 
一般会員 
特別会員 

職場・地域などの個人 １，０００円 

法人会員 会社・事業所等 ５，０００円 

法人特別会員 会社・事業所等 １０，０００円 

社会福祉関係機関・施設・団体とその役職員 ２，０００円 

（敬称は略させていただきます。） 
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（８） 

 （チャリティやバザー、誕生祝、長寿祝、成人祝、金婚式、受賞記念など皆様の善意のご寄付です） 

 

 

（香典返しのお気持ちを福祉のためのご寄付としてお受けしています） 

 

森下　アイ子 様 英　聖藍会 様 坂上　昌子 様 山内　一人 　　　　　様 
四元　洋一 様 有馬　　子 様 第７回かすみチャリティーリサイタル 様 吉見　昭二 　　　　　様 
林　　輝雄 様 ときわの会一同　　　様 川部　富子　　　　様 やまぶき会 　　　　　様 
しののめ会 様 ＮＰＯ法人らくらく 様 手話サークル太陽 様 鹿児島ＣＡＰ連絡会  様 
鴨池ボランティア 様 鹿児島市木市振興会 様 吉野おげんきかい 様 ダイヤテック㈱  様 
あんぱんクラブ 様 ＮＰＯかごしま市民環境会議 様 紫原独居老人給食会 様 鹿児島市Ｊ.Ｌ.Ｃコアラ  様 
エンゼル聴導犬協会 様 ＮＰＯ法人　ナルク鹿児島 様 城西プロフェショナル・カレッジ 様 「カルナーの会」鹿児島支部 様 
武・田上ボランティアグループ 様 日本リウマチ友の会　鹿児島支部 様 鹿児島市手をつなぐ育成会 様 
全国心臓病の子どもを守る会 様 （社福）　たんぽぽ会 　　　　　　　　　　様 （社福）麦の芽福祉会　鹿児島子ども療育センター 様 
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟさわやか会 様 高次脳機能障害「ぷらむ」鹿児島 様 ＮＰＯ法人　孫子老サービス　冨永　泰子 様 
自立生活センターてくてく 様 ＮＰＯ法人　鹿児島ボラネット 　　　　　様 ＮＰＯ法人　地域サポートよしのねぎぼうず 様 
シルバー人材センター希楽会 様 和田校区社会福祉協議会 　　　　　様 （有）ティーアンドケーエースＡ店 様 
鹿児島市消防局厄払会 様 鹿児島シニアリーダークラブ「とまと」 様 

　　　　帖佐　浩子　　様 　　有水　哲夫　　様 　　安楽　宏子　　様 　　田口　孝志　　様 　　松倉　　勇　　様  
有馬　由美　　様 　　中薗　政臣　　様 　　迫田　美代子　様 　　 橋　正博　　様 　　新村　妙子　　様  
中川原　ヒサ　様 　　田中　美智子　様 　　恵　　　功　　様 　　下萩原　宏 　様 　　桂　　豊子　　様 

　　　　田中　　勉　　様         
　　　　上堀内　友明　様 　　池上　尚志　　様 　　當房　弘子　　様 　　山路　　勇　　様 　　帖地　金次　　様 
　　　　早田　浪子　　様 　　野尻野　弘己　様 　　柿元　安海　　様 　　春成　幸男　　様 　　田中　寿一　　様

穂満　　肇　　様 　　田中　照江　　様 　　上柿元　弘隆 様 　　田原春　紘　　様     
　　　　西　　道雄　　様 　　西　　タカ　　様 　　宮田　俊一　　様 　　小原　キヌエ　様 　　稲田　勝郎　　様 

大田尾千英子　様 

 

鹿児島市管工事協同組合　様 鹿児島東急会　様 ㈱コーアガス日本　様 

鹿児島電気工事業協同組合青年部会　様（白杖） 
 

鹿児島市立武小学校　様（車椅子） 
 

鹿児島市立郡山中学校　様（車椅子） 
 

（社）鹿児島県建造物解体業連合会　様 

鹿児島市民生委員児童委員協議会　様 宗教法人真如苑　様 光山青壮年部　様 そうしん城北ブレーン２１ 様 

鹿児島県電気工事業工業組合青年部協議会　様（車椅子） 
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