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平成24年４月発行

○平成24年度の事業・予算の内容、東日本大震災義援金募金活動について
○福祉功労者表彰式、地域福祉館の紹介、校区社協の紹介

○ボランティアコーナー、ボランティア推進校、ボランティアでまちを美しく

○施設からのお知らせ

○法人特別会員・法人会員のご紹介、寄付者のご紹介

会 長 あ い さ つ
社会福祉法人　鹿児島市社会福祉協議会会長　大平　和久

　東日本大震災が発生して１年余りが過ぎました。被災地では、未だに、多くの方々
が不自由な生活を余儀なくされておられます。市社協（県共同募金会鹿児島市支会）
では、１年目に当る３月11日に、市内６か所で街頭での募金活動を実施しましたところ、
市民の皆さんから、たくさんのあたたかい義援金が寄せられました。

　市社協のこのような活動に対しまして、県共同募金会から感謝状が贈られたところです。
　皆様のご支援ご協力に心から感謝を申し上げます。これからも被災地の皆さんの心に寄り添いながら、
支援の取り組みを継続してまいります。
　さて、この震災を経て、人と人とのつながりや人と地域の結びつきを大切にした社会の必要性が再認
識されました。本市の地域福祉の推進の中核的役割を担う市社協としましては、地域の絆がさらに図ら
れるように、今年度も様々な事業に取り組み、思いやりと助け合いの心で結ばれた温かい地域社会の構
築に全力を尽くしてまいります。
　皆様のご理解ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
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平成24年度は
　次のような事業に取り組みます！

地域での福祉活動を推進していくために
・地域福祉活動計画推進委員会などの開催
・校区社協活動の支援・助成
・（新）みんなでつくる絆交流事業の支援
・福祉ネットワークづくりの支援
　（５支部の地域福祉ネットワーク活動の推進）

・ふれあい・子育てサロン事業の支援・助成
・町内会などへの地域福祉活動助成
・地域福祉支援員活動事業
・福祉サービス利用支援事業
・共同募金運動への協力
・災害被災者への見舞品支給
・わくわく福祉交流フェア（仮称）の開催（福祉ふ
れあいフェスティバルとボランティアフェスタを統合）

・各種福祉団体への運営費助成
・福祉功労者の表彰

ボランティア活動の推進のために
・各種ボランティア講座の開催
・「ボランティアでまちを美しく」の実施
・ボランティア推進校の支援
・ボランティア推進校表彰事業
・サマーボランティア体験事業
・（新）青少年ボランティア活動記録集の作成
・（新）児童・生徒のボランティアポイント制度の実施

高齢者や障害者の方々のために
・介護講習会事業
・高齢者への安全杖の有償提供事業
・車いすの貸し出し
・ことばの発達指導事業
・福祉機器リサイクル事業
・障害者ＩＴ講習会開催事業
・ゆうあい訪問給食事業
・心をつなぐ訪問給食事業
・愛のふれあい会食事業
・生きがい対応型デイサービス事業
・ひとり暮らし高齢者等家事援助サービス事業
・生活支援ホームヘルプサービス事業

社協活動を知っていただくために
・社協だより等広報紙の発行
・（新）音声テープ版社協だよりの発行
・社協出前講座

貸付事業
（市役所分室、谷山分室、吉田・桜島・喜入・松元・郡山支部）

・生活福祉資金貸付事業（県社協からの受託事業）
・小口融資貸付事業
・国民健康保険高額療養資金貸付受付業務

（市役所分室、谷山分室のみ）

歳末たすけあい配分金事業
・在宅で寝たきりの高齢者へ見舞品の贈呈
・在宅重度中度心身障害児へ見舞金の贈呈

１．地域福祉活動の推進
（新）は新規事業

地域福祉活動計画推進委員会

共同募金（街頭募金）運動

介護講習会

ボランティアでまちを美しく

社協出前講座

ふれあい・子育てサロン事業の

支援・助成

福祉功労者の表彰

生きがい対応型デイサービス事業

ボランティア推進校の支援

（研修会）

訪問入浴介護事業
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介護保険法関係事業

・居宅介護支援事業

・訪問介護事業　　（介護予防を含む）

・訪問入浴介護事業（介護予防を含む）

・通所介護事業　　（介護予防を含む）

・介護認定調査事業

・ボランティアセンター

・福祉コミュニティセンター

・地域福祉館41館
・心身障害者総合福祉センター
（地域活動支援センター）

・高齢者福祉センター
（与次郎・東桜島・谷山・吉野・桜島・郡山）

・吉田福祉センター

障害者自立支援法関係事業

・障害者居宅介護事業

（居宅介護、重度訪問介護、同行援護）

・重度身体障害者等入浴事業

・地域活動支援センター事業

・相談支援事業

２．介護保険・障害者自立支援事業

３．各種施設の管理・運営

平成24年度 予算の内容
（単位：千円）

会計区分 収　入 支　出

一般会計 1,654,967 1,653,840

特別会計 1,086 304

義援金総額　16,497,133円（鹿児島市支会取扱分：窓口受付、義援金箱等含む）
（H24. ３.16現在）

　県共同募金会鹿児島市支会（市社協）では、東日本大震災から１年となる

去る３月11日（日）に、街頭募金を実施しました。民生委員児童委員、学

校の児童・生徒さん、ボランティア団体の方々など、延べ700人以上の参加

をいただき、計６か所で約155万円の義援金をいただきました。

　市民の皆様からいただいた義援金は、鹿児島県共同募金会を通じて、被災

地に届けられます。ご協力誠にありがとうございました。また、昨年４月か

ら先月の３月まで、合せて８回の街頭募金を実施し、約3,300人の方々が街

頭に立たれ、465万円のあたたかい義援金が寄せられました。市支会のこれ

らの活動に対しまして、県共同募金会から感謝状をいただいたところです。

東日本大震災義援金 募金活動について

高齢者福祉センター与次郎

（教養講座）

甲東福祉館イベント

義援金を県共同募金会へ

県共同募金会からの感謝状

支 出

1,653,840

収入

1,654,967

〔一般会計〕

補助金収入
209，855（12．7％）

会費収入
14，000（0．8％）

受託金収入
963，815（58.2％）

寄付金収入
16，000（1.0％）

共同募金配分金収入
39,464（2．4％）

その他の収入
144，877（8.8％）

介護保険等収入
266，956（16．1％）

法人運営事業
230，219（13．9％）

地域福祉活動推進事業
109，190（6．6％）

ボランティア活動振興事業
38，878（2．4％）

介護保険関係事業
263，325（15．9％）

福祉資金貸付事業
17,248（1.1％）

介護認定調査事業
237，092（14．3％）

施設等運営事業等
754，031（45．6％）

福祉サービス利用支援事業
3，857（0．2％）
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福祉功労者表彰式

　２月18日（土）、市民福祉プラザ５階大会議室にて、

松木園鹿児島市副市長、上門鹿児島市議会議長をはじ

め関係の皆様多数ご出席のもと、平成23年度鹿児島

市社会福祉協議会福祉功労者表彰式を開催いたしまし

た。

　表彰式では、大平会長がそれぞれの分野で地域福祉

の推進に多大な貢献をされた222人（団体）の方々の

功績を讃え、表彰状または感謝状を贈呈しました。

　受賞された皆様、誠におめでとうございます。

　和田福祉館は、平成16年11月にオープンし、市内で一番新し

い福祉館です。

　館内には、エレベーターや多機能トイレなどが設置され、皆さ

んに気持ち良くご利用いただいております。

　また、毎年12月の第２日曜日には、「和田福祉館ふれあいタッ

チ」を開催いたしております。イベントの内容は、餅つき大会、

幼稚園児によるパレード、児童による吹奏楽の演奏・合唱やバ

ザー＆フリーマーケットのほか、かねてから福祉館を利用されている趣味活動サークルの方々の発

表会などです。校区のお祭りとしてのイベントに是非皆様のご参加をお願いします。今後も地域住

民の福祉の増進と連帯感を深めるために幅広くご活用いただければと思います。

　旧吉田町から続く高齢者見守り活動を中心に平成17年に発足

し、敬老会・子育てサロン・高齢者サロン・介護講習会・グラウ

ンドゴルフなどを行っています。いろいろな活動を行う中で、ボ

ランティア活動であるので、まず無理をしない、できる範囲内で

行う、そして仲良くをモットーに楽しく活動しています。

所在地 ： 和田一丁目４３－２３（和田小学校北約100㍍）　　　　電話：２６９－８１２２

【発足年月日】平成17年４月１日
【世　帯　数】638世帯

～宮校区社会福祉協議会～

～和田福祉館～地域福祉館の紹介

・民生委員児童委員　　　　　159人
・校区社協役職員　　　　　　１人
・民間社会福祉事業関係
　団体等の役職員　　　　　　２人
・福祉関係相談員　　　　　　１人
・共同募金運動奉仕者　　　　４人
・ボランティア活動　　　　　８団体、１人
・社会福祉事業関係団体等　　５団体
・障害自立者　　　　　　　　１人

【表彰状の部】

・香典返し寄付　　　　　６人
・一般寄付　　　　　　　６人、15団体
・物品寄付　　　　　　　３団体
・地域における篤行者　　２人
・共同募金運動　　　　　８団体

【感謝状の部】

校 区 社 協 の 紹 介
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ボランティアコ―ナ―

　地域（校区社協・町内会等）、学校（児童・生徒の皆

さんや先生・PTA）、企業、職場等、希望される場所へ

ボランティアコーディネーターがお伺いし、ボランティ

ア活動についての様々な情報を提供いたします。また、

参加された皆さんには、高齢者疑似体験等も行っていた

だいています。

　ご希望の方はお気軽にご連絡ください。

　松元小学校は、平成23年度で125周年を迎えました。ここ数年、
児童数が増加し、320名を超えて、教室の数が不足している状況で
す。本校では、児童会・総務委員会を中心に、ボランティア活動を

展開し、赤い羽根共同募金等の募金活動，環境美化のリサイクル活

動と併せ、あいさつ運動などを年間を通じて計画的に進めています。

　特色ある活動としては、

①地域の方々と取り組む「水辺のクリ－ン作戦」

②松元幼稚園での「ボランティア保育」（５年生：43名）
③運動会での「高齢者への手紙プレゼント，肩たたき」（３年生

以上213名）と高齢者への「ケア・ボランティア」（６年生：
51名）の取組です。

　また、伝統的に、「いもこじ活動」という縦割り小集団での遊び

活動、ボランティア活動を展開しています。

　23年度に、市社協のボランティア推進校として指定され、また、
優良校として表彰を受けたこともあり、子どもたちのボランティア

活動への意識も高まっております。これからも、より一層「気づき、考え、行動する」ボランティア

活動を進めます。

　市社協ボランティアセンターでは、市民の皆さんがボランティア活動に参加していただくための
きっかけづくりとして、「ボランティアでまちを美しく～おもてなしの心をもって～」を開催しま
す。今年もボランティア団体や個人の方をはじめ、地域や学校・職場の仲間、親子での参加など子
どもさんから大人の方まで多くの方の参加をお願いします。

◆日　時　　平成24年５月13日（日）　8時～ 9時（小雨決行）
◆場　所　　①ＪＲ鹿児島中央駅周辺（ＪＲ鹿児島中央駅東口前広場集合）　②天文館周辺（中央公園集合）
　　　　　　（いずれかをお選びください。）
◆内　容　　ゴミ拾いの清掃活動（軍手、ビニール袋はボランティアセンターが準備します）
◆申込み　　４月末までに住所､ 氏名､ 連絡先等を市社協ボランティアセンターへご連絡ください。
　　　　　　TEL ２２１－６０７０・FAX ２２１－６０７５

♪ ボランティア大募集 ♪
「ボランティアでまちを美しく

～おもてなしの心をもって～」

松 元 小 学 校ボ ラ ン テ イ ア 推 進 校

ボランティア出前講座・校区社協ボランティア講座・ボランティアセンター講座

連絡先：ボランティアセンター　221-6070 ボランティア出前講座　星峯西小学校
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○ 心身障害者総合福祉センター（ゆうあい館）
「福祉機器リサイクル事業」にご協力を！！

　２．福祉機器を提供される方

★提供していただきたい福祉機器　車いす、介護用ベッド、歩行補助用具（歩行器・手押車・杖）、

エアーパッド（使用可能なもので、無料で提供していただけるもの）

　１．福祉機器リサイクル事業とは・・・

　使わなくなった福祉機器を無料で提供していただき、

必要とする方に無料であっ旋する事業です。

３．福祉機器の譲り受けを希望される方

★本市に居住し、障害、高齢、疾病等により福祉機器を必要としている方

（希望する機器を登録していただき、随時あっ旋します。)

※いらなくなった福祉機器、譲って欲しい福祉機器がありましたら下記までご連絡ください。

・車いす、歩行補助用具、エアーパッドは、職員が確認に伺い、引き取ります。
・介護用ベッドは、職員が確認に伺い、譲り受け者が決まるまで、提供者で保管していただくことに
なります。〔

〔

・車いす、歩行補助用具、エアーパッドは、ゆうあい館に取りに来ていただきます。
・介護用ベッドは、提供者のところで直接引き取っていただくことになります。
　（機器の運搬等の費用は自己負担です。運搬業者のあっ旋等はしておりません。)〔

〔

（お問い合わせ）心身障害者総合福祉センター（ゆうあい館）　電話：252-7900

施設からのお知らせ

○ 高齢者福祉センター東桜島
講座名 日　時 期間 定員 対象・受講内容

健康ﾚｸﾘｴーｼｮﾝ講座
（全７回）

第１・３火曜日
(10:00 ～ 11:30）

７/ ３（火）
～

10/ ２（火）
20

◇対　象　市内に居住する60歳以上の方

◇受講料　無料（但し、教材費が必要な時は
受講者負担となります）

健康体操講座
（全７回）

第２・４火曜日
(10:00 ～ 11:30)

７/10（火）
～

10/ ９（火）
20

◇申込方法　往復ハガキ（１講座につき１枚）に、希望講座・住所・氏名・年齢・性別・

　　　　　　生年月日・電話番号を記入してください。

◇申込期間　平成24年６月20日（水）必着

　　　　　　（定員を超えた場合は抽選）

○ 高齢者福祉センター郡山
「こいやま 史跡探訪」…♪老人クラブの遠足にご利用下さい♪

　郡山地域は、甲突川の源流があるほか、源頼朝・丹後局等を祀った花尾

神社をはじめ、川田堂園供養塔群や数々の田の神が点在する史跡の多いと

ころです。

　ご希望の方には、ボランティアガイドによる史跡めぐりをしておりま

す。（所要時間は２時間程度です。）

（お申込・お問い合わせ）
〒891-1543　鹿児島市東桜島町720番地
　鹿児島市高齢者福祉センタ－東桜島

電話：221-2081

教養講座受講生募集！！

（お問い合わせ）高齢者福祉センター郡山　電話：298-2278

〈健康レクリエーション

講座の様子〉
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（平成23年10月１日～平成24年１月31日受付分）

（平成23年10月１日～平成24年１月31日受付分）

　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、多くの市民や事業所の皆
様に会員としてご支援をいただいております。ここでは、上記の期間に会費をご納入いただいた事
業所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。

　市社協では、市民の皆様から善意のご寄付をいただいております。ここでは、上記の期間にご寄付をいただい
た方をご紹介いたします。誠にありがとうございました。

㈱大城　　　　　　　　　　鹿児島酸素㈱　　　　　　㈱森山�清組　　　　　　　　　　社福 旭生会
吉野学園　　　　　　　　　こまどり保育園　　　　　鹿児島歯科学院専門学校　　　　社福 恵会
社福 鹿児島虹の福祉会　　社福 常盤会 しろやまの風　　　　　　�医起生会 林内科胃腸科病院　
社福 落穂会　　　　　　　社福 伊敷福祉会 伊敷保育園　　　　　社福 力智会 特別養護老人ホームみやび
㈱さくら会　　　　　　　社福 鹿児島市手をつなぐ育成会　　　社福 力智会 デイサービスセンターみやび
社福 落穂会 障害者支援施設 あさひが丘　　　㈳鹿児島県労働基準協会 鹿児島労働衛生センター

第二コスモス　　　　　㈱三州園　　　　㈱誠電社　　　㈲小金太ラーメン　　社福 常盤会 サポート明星
社福 正和会 なごみ苑　㈱第一食器　　　㈱鶴留建設　　鮫島新生堂　　　　　社福 慶生会
㈻錦城幼稚園　　　　　吉田保育園　　　社福 千草会　　㈲徳田屋書店　　　　アライアンス㈱
ケアホームしょうぶ　　吉田愛青園　　　社福 寿康会　　㈲さくら調剤薬局　　睦園通所介護事業所
㈱あいハウジング　　　社福 宝林福祉会　　　　　　　㈲渡辺　　　　　　　　㈲お茶のさつき園
社福 中名保育園　　　　特別養護老人ホーム 睦園　　　�医浜友会 浜田医院　　　南九州日野自動車㈱
社福 光陽福祉会　　　　　　　　　グループホーム竹山苑　　　　　　　元気塾デイサービスセンター
㈱アリマコーポレーション　　　　社福 常盤会 明星学園　　　　　　　　 社福 愛泉福祉会 影原保育園
社福 常盤会 明星学園成人部　　　社福 敬天会 城山保育園　　　　　　　 社福 生見福祉会 生見保育園
㈲南日本新聞東紫原販売所　　　　社福 鹿児島県母子寡婦福祉連合会　　社福 吉田向陽会 鹿児島吉田の郷
社福 宏修福祉会 皇徳寺保育園　　西鹿児島建設業協同組合　　　　　　社福 仁田尾福祉会 仁田尾保育園
社福 希望会 にしべっぷの里　　　　�医光徳会 グループホーム東谷山　　グループホーム エデンの丘
社福 鹿児島県社会福祉事業団 児童養護施設 仁風学園　　　社福 鹿児島県社会福祉事業団 慈眼寺寿光園
�医紘淳会 老人保健施設 フェニックス　　　　　　　　　　　 社福 向陽会 やまびこ医療福祉センター
ふじケ丘保育園・子育てセンター　　　　　　　　　　　　㈲にこやかライフ グループホームさくら荘
社福 麦の芽福祉会 鹿児島子ども療育センター　　　　　　　社福 野の花会 デイサービス うれし家
南九州コカ・コーラボトリング㈱鹿児島南営業所　　　　　ホームヘルプサービスセンター Ｂ e しょうぶ
ライフサポートセンター しょうぶ学園　　　　　　　　　　ワークサポートセンター Ｄｏしょうぶ
NPO全国レインボークラブ 子ども発達支援センターもえ
社福 鹿児島市手をつなぐ育成会 指定障害福祉サービス事業とまと
社福 鹿児島市手をつなぐ育成会 障害福祉サービス事業育成センターコスモス

【法人特別会員】 （敬称は略させていただきます。）

【法人会員】

〔一般寄付〕

法人特別会員・法人会員のご紹介

寄付者のご紹介

鹿児島キルターズ協会　様 鹿児島県建造物解体業連合会　様㈱コーアガス日本　様
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横山　茂彦　様 渡邊　卓郎　　　様 有馬　禮子　様 久木田　スミエ　　様 山内　一人　様
重久　米子　様 あんぱんクラブ　様 やまぶき会　様 鴨池ボランティア　様

社協本部受付 島田　豊作 様 澤田　花子 様 石堂　道一 様 林　明 様
川内　ヨツ子 様 新留　哲郎 様 井上　亜紀 様 相羽　耕一 様
竹元　キミ子 様 柏木　昌子 様 大富　礼子 様 川村　君子 様
下入佐　保 様 東　ミフ子 様 迫　忠志 様 村田　經容 様
知識　昌子・丸田　裕子　様

　各支部受付
吉田支部 児玉　實純 様 常喜　和夫 様 新留　フヂ子 様 川畑　スミエ 様

清水　スミカ 様 竹田　重德 様
桜島支部 村山　千秋 様
喜入支部 大山　浩昭 様 上之薗　一幸 様
松元支部 松元　シヅ 様 吉村　清則 様
郡山支部 末吉　修 様 満園　道則 様

NPO 法人らくらく 様 円ブリオかごしま 様 紫原独居老人給食会 様
手話サークル太陽 様 鹿児島 CAP 連絡会 様 鹿児島市母子寡婦福祉会 様
㈲ティーアンドケーエースＡ店 様 宗教法人真如苑 鹿児島支部 様 鹿児島市 J.L.C「コアラ」 様
おもちゃ図書館エンジェル 様 社福 鹿児島市手をつなぐ育成会 様 ＪＸ日鉱日石石油基地㈱ 様
鹿児島県 NPO 法人協会 様 社会福祉法人 たんぽぽ会 様 療育センター親の会 様
NPO 法人 ナルクかごしま 様 カルナーの会 鹿児島支部 様 NPO 法人 孫子老サービス 様
ボランティアグループ 夢一座 様 NPO 法人 鹿児島ボラネット 様 隊友会鹿児島地区協議会 様
城西プロフェッショナル・カレッジ 様 ボランティアグループさわやか会 様 エンゼル聴導犬協会 様
NPO 法人 いきがい支援センターチロリン村 様 全国心臓病の子どもを守る会 鹿児島県支部 様
㈱植村組 国道３号飯山地区作業所 様 日本リウマチ友の会 鹿児島支部 様
㈳鹿児島市シルバー人材センター 希楽会 様 株式会社九州みぞべ興産 サテライト鹿児島 様
NPO デフ Network・かごしま聴覚障害児学童保育 「デフキッズ」 様

【香典返し寄付】

〔物品寄付〕

松崎　陽子　様

鹿児島市管工事協同組合　様

鹿児島東急会　様

光山町内会青壮年部　様

和田校区社会福祉協議会 様

極真会館 鹿児島県支部　様

鹿児島市民生委員児童委員協議会　様

鹿児島電気工事業協同組合青年部会　様
（ハンズフリー拡声器）

鹿児島県グラウンド・ゴルフ協会　様
（ローカウンター、スタッキングチェア）


