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平成24年７月発行

平成23年度決算報告、ボランティアコーナー（災害ボランティア研修会の開催、ボランティア推進校について）

見守りネットワークづくり、校区社協の紹介（松原校区社協）

講座等のお知らせ（高齢者福祉センター谷山、吉野、桜島）

講座等のお知らせ（高齢者福祉センター郡山、与次郎）、社協の訪問入浴事業

福祉サービス利用支援事業、地域福祉館の紹介（星ヶ峯福祉館）

東日本大震災義援金、法人特別会員・法人会員のご紹介

寄付者のご紹介、お知らせ

　５月13日（日）、五月晴れのもと鹿児島中央駅周辺と天文館周辺の２か所において第２回
「ボランティアでまちを美しく　〜おもてなしの心をもって〜　」を開催しました。
　この活動は、市民の方々がだれでも取り組めるようにと身近な清掃活動を通してボラン
ティア参加の機会を提供し、そのことによって、これから様々なボランティア活動を始めら
れるきっかけづくりになればと、昨年度から始めました。
　朝のすがすがしい空気の中で、ご家族、学生さん、各企業の方々、校区社協、町内会、民
生委員児童委員さんなど、昨年を大幅に上回る約1,200人ものたくさんの方々にご参加をい
ただき、ボランティア活動に対する市民の皆様の関心が非常に高まってきていることを改め
て感じたところです。
　ご参加をいただいた皆様に心から深く感謝申し上げます。誠にありがとうございました。
　市社協では、これからもボランティア活動推進のため出前講座など様々な事業を実施して
まいりますので、皆様のご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

目　　　次

第２回　「ボランティアでまちを美しく」開始式の様子（５月13日(日)ＪＲ鹿児島中央駅前）
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平成23年度 決算報告
（単位：千円）

会計区分 収　入 支　出 収支差額

一般会計 1,752,884 1,818,794 △65,910

特別会計 5,210 6,061 △851

ボランティアコ―ナ―

　災害時に何らかの支援活動ができる団体や個人として当

社協ボランティアセンターに登録されている方々を対象に、

６月６日（水）に今年度第１回目の「災害ボランティア研

修会」を開催いたしました。

　この研修では、災害ボランティアセンターに関するビデ

オを見ていただいた後、市消防局による AED 講習（心肺蘇

生法）もあり、実際に災害が起きたときの被災者支援の取

り組みについて、知識を深めていただきました。

　また、情報交換では、研修の参加者の中で東日本大震災被災地でのボランティア活動をされた方々か

らの体験談もあり、皆さん大変参考にされたようでした。

　市社協では、市内の小学校・中学校・高等学校の児童、生

徒の皆さんが、様々なボランティア活動の体験を通して社

会福祉への理解と関心を持っていただくとともに、将来の

社会の担い手として社会奉仕、社会連帯という「福祉の心」

を学んでもらおうと、希望する学校をボランティア推進校

として指定し、ボランティア活動の支援をしております。

　今年度は新たに14校の学校を推進校として指定し、鹿児

島市内の小学校、中学校、高等学校合わせた149校のうち、

111校（小学校66校、中学校31校、高等学校14校）がボランティア推進校として活動しています。

災害ボランティア研修会の開催

ボランティア推進校について

（お問い合わせ）ボランティアセンター
電話：221-6072

収支差額の不足額につ

いては、前期末支払資

金残高により補てん

支 出

1,818,794

収入

1,752,884

〔一般会計〕

補助金収入
212，518（12．1％）

寄付金収入
33，886（1．9％）

受託金収入
958，500（54.7％）

会費収入
11，480（0.7％）

共同募金助成金収入
37,583（2．1％）

財務収入
255，224（14.6％）

介護保険等収入
243，693（13．9％）

介護認定調査事業
216，903（11．9％）

地域福祉活動推進事業
107，308（5．9％）

ボランティア活動振興事業
73，848（4．1％）

介護保険関係事業
245，737（13．5％）

福祉資金貸付事業
16,843（0.9％）

法人運営事業
409，000（22．5％）

施設等運営事業等
746，312（41．0％）

福祉サービス利用支援事業
2，843（0．2％）
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見守りネットワークづくりとは？

見守りネットワークの例

　少子高齢化が進み、家族関係や地域社会での人と人とのつながり

が薄れ、地域から孤立する住民が増える中で、誰にも気付かれない

まま亡くなられるという孤独死の例が増えております。

　このようなことから、地域においては校区社協や町内会、民生委

員児童委員による見守りのほか、隣近所による声かけなど、さりげ

ない見守り活動が行われておりますが、地域の中で暮らす方々の互

いの支えあい活動として、いろいろな福祉団体や協力者が推進して

取り組むことが大切なことです。

　当社協は、これらの活動を結びつけるために、見守りネットワー

クづくりに積極的に取り組んでおります。

　また、６月２日には、高齢者の見守り活動をテーマに米山社協副会長（市民児協会長）もパネリスト

として出席し、シンポジウムが開催されました。

見守りネットワークづくり

（お問い合わせ）地域福祉推進課
地域支援係　電話：221-6071

 

町内会 

隣近所 

 

民生委員
児童委員 

 

    

友人・知人

ともしび
グループ  

区長・班長

校区社協

 

 

新聞・郵便配達員、牛乳・飲料等の販売員、地域包
括支援センター、電気・ガス・水道の検針員、訪問
給食配達員、ホームヘルパー、行きつけの商店等

老人クラブ

　当社協では、「見守りネットワークづく

りの手引き」を作成しています。

　ご希望の方に差し上げておりますので、

どうぞご活用ください。

　平成２年４月１日に発足いたしました。一昨年は認知症につい

て学び、昨年は市社協ボランティアセンターの協力で、『車いす

に乗ってみよう！』と題し、松原小学校のバザーの時に校庭の一

画でボランティア講座を開催しました。

　その他、校区の独居老人とのふれあい活動や、地域の小・中学

校の校門での「あいさつ声かけ運動」も毎月行い、小・中学生と

ふれあうなど、地域福祉の向上のため、さまざまな活動を行って

おります。

松原校区社協

校 区 社 協 の 紹 介

ボランティア講座の様子

（車いすに試乗して体験）

【発足年月日】平成２年４月１日【世帯数】1,270世帯

高齢者の見守り活動についての

シンポジウムの様子
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講座等のお知らせ
　高齢者福祉センターでは、皆さまの相互のふれあいと交流を深め、健康づくりを支援するため、各種

講座を開催いたします。ぜひご応募ください。

◆　申込方法　往復はがき（１講座につき１枚）に住所、氏名、年齢、生年月日、性別、電話番号、希

望講座名を記入してお申し込みください。定員を超えた場合は、抽選になります。

◆　申込期間　８月１日(水)～８月21日(火)必着(与次郎の熟年アカデミー講座は８月15日(水)まで)

高齢者福祉センター谷山
講座名 日時等 開講日 定員 対象者・受講内容

初心者のための陶芸
（全10回）

第2・4土曜日
14:00 ～ 15:30

９月８日 20
◆対象者　市内にお住まいの65歳以上の方
◆期　間　平成24年９月～ 25年２月
◆受講料　無料(但し､教材費等は受講者負担)

「初心者のための
ヨーガ講座」の様
子

初心者のためのヨー
ガ（全10回）

第2・4水曜日
10:00 ～ 11:30

９月26日 30

初心者のための絵手
紙（全10回）

第2・4金曜日
10:00 ～ 11:30

９月14日 20

初心者のためのパソ
コン（全10回）

第1・3金曜日
10:30 ～ 12:00

９月７日 15

初心者のためのフッ
トセラピー（全10回）

第1・3火曜日
14:00 ～ 15:30

９月４日 20

高齢者福祉センター吉野
講座名 日時等 開講日 定員 対象者・受講内容

水墨画入門
（全10回）

第1・3木曜日
10:00 ～ 11:30

９月６日 20
◆対象者　市内にお住まいの65歳以上の方
◆期　間　平成24年９月～ 25年１月
　　　　（講座によっては、25年２月まで）
◆受講料　無料(但し､教材費等は受講者負担)

「高齢者のパソコン
基礎講座」の様子

健康体操エンジョイ
貯筋（全10回）

第2・4火曜日
14:00 ～ 15:30

９月11日 25

楽しい折り紙
（全10回）

第2・4水曜日
10:00 ～ 11:30

９月12日 20

楽しく踊ろうフラダ
ンス（全10回）

第2・4水曜日
14:00 ～ 15:30

９月12日 20

高齢者のパソコン基
礎（全10回）

第2・4金曜日
14:00 ～ 15:30

９月14日 15

高齢者福祉センター桜島
講座名 日時等 開講日 定員 対象者・受講内容

体にやさしい体操教
室（全10回）

第２･ ４水曜日
10:00 ～ 11:30

９月12日 20
◆対象者　市内にお住まいの65歳以上の方
◆期　間　平成24年９月～ 25年２月
　　　　（但し12月は休み）
◆受講料　無料
　　　　（但し、教材費等は受講者負担）

楽しいエコクラフト
作品作り（全10回）

第２･ ４火曜日
10:00 ～ 11:30

９月11日 15

楽しいグラウンドゴ
ルフ（全10回）

９月～２月の
10日・20日
9:00 ～ 10:30

９月10日 30

（お申込 ･ お問い合わせ）〒891-0116　鹿児島市上福元町5507番地14
鹿児島市高齢者福祉センター谷山　電話268-3331

（お申込 ･ お問い合わせ）〒892-0871　鹿児島市吉野町3275番地３
鹿児島市高齢者福祉センター吉野　電話244-5681

（お申込 ･ お問い合わせ）〒891-1419　鹿児島市桜島横山町1722番地17
鹿児島市高齢者福祉センター桜島　電話293-2951
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高齢者福祉センター与次郎　熟年アカデミー受講生募集のご案内

　高齢者の皆さまの生きがいづくりや健康づくりなどの方法を紹介する講座で、一般教養、健康増
進、施設見学などを行います。
◆対 象 者　　市内にお住まいの65歳以上の方
◆定　　員　　60人（定員を超えた場合は抽選になります）
◆日　　時　　平成24年９月・10月の毎週火曜日（全８回）　
　　　　　　　13時30分から16時30分まで
◆会　　場　　鹿児島市高齢者福祉センター与次郎 　他
◆受 講 料　　無料（但し、教材費等は実費負担）
◆申込方法　　往復はがきに住所・氏名・年齢・生年月日・性別・
　　　　　　　電話番号をご記入の上お申し込みください。
◆申込期間　　８月１日（水）～８月15日（水）必着

高齢者福祉センター郡山
講座名 日時等 開講日 定員 対象者・受講内容

やさしい手話入門
（全14回）

毎週木曜日
10:00 ～ 12:00

９月６日 20
◆対象者　市内にお住まいの65歳以上の方
◆期　間　平成24年９月～ 25年１月
◆受講料　無料(但し､ 教材費等は受講者負担)

「男性の料理入門
講座」の様子

男性の料理入門
（全10回）

第２･ ４水曜日
10:00 ～ 12:30

９月12日 10

ハーモニカ入門
（全10回）

第２･ ４火曜日
10:00 ～ 11:30

９月11日 20

楽しく歌うなつメロ
歌謡（全10回）

第２･ ４火曜日
13:30 ～ 15:00

９月11日 20

（お申込・お問い合わせ）〒891-1105　鹿児島市郡山町176番地
鹿児島市高齢者福祉センター郡山　　電話298-2278

（お申込・お問い合わせ）〒890-0062　鹿児島市与次郎1丁目10番６号
鹿児島市高齢者福祉センター与次郎　　電話250-3311

社協の訪問入浴事業
訪問入浴とは？
　寝たきりの高齢者や重度の身体障害者の方で、家族の介護だけでは自宅で入浴することが困難な方々
に対して、定期的に移動入浴車がご自宅を訪問し、室内において入浴サービスを提供することをいいま
す。利用者の身体を清潔に保ち、また疲れを癒し、精神的な緊張をほぐすとともにご家族の介護の負担
も軽減されます。
　天然温泉水を使用しており、ご好評いただいております。

対象となる方
⑴　介護保険で要支援または要介護１～５と認定
　された方
⑵　身体障害者福祉法で１級、２級に該当する方
利用料
⑴　介護保険の場合　１回　1,250円
　※別途、介護職員処遇改善加算分（利用料×1.8％）
　　をいただきます。
⑵　身体障害者等の場合　無料（月６回以内）
　※鹿児島市障害福祉課への申請が必要です。

お気軽にお問い合わせ
ください。

訪問入浴介護事業所
電話 248-6800

「リラックスヨガ」の様子
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利用までのながれ

福祉サービス利用支援事業

地域福祉館の紹介

　星ヶ峯福祉館は、平成２年４月に星ヶ峯ニュータウン内にオープン

し、今年で23年目になります。ニュータウン中央部の地区センター、

県営住宅、市営住宅に隣接しているため、大変便利な場所にあります。

　星ヶ峯ニュータウンには、中国残留邦人等の方々も居住されている

ことから、地域との交流を盛んにできるようにと、当福祉館が平成

22年度、23年度に地域の福祉団体と共催して、ぎょうざ作りなどのイベントを開催し、大変好評

をいただきました。また、多くの方々に趣味サークル活動などにもご利用いただいています。

　今後も多くの方々に気持ちよくご利用いただけるように努めてまいります。

　所在地：星ヶ峯２丁目26−６（南日本銀行南隣り）　電話：264-4416

※利用料については、利用支援員１回の訪問・支援につき1，200円が必要です。

　但し、生活保護受給者は無料です。

福祉サービス利用支援事業の詳しい内容についてはご相談ください。

　高齢者や障害者の方などで、認知症や知的・精神障害等により自らの判断能力に不安があり、介護保
険や行政手続きなど福祉サービスの利用や日常生活の金銭の支払い等にお困りの方を市社協が支援する
事業です。

●行政への申請手続き　●福祉サービス（介護保険等）の利用手続き・情報提供
●介護サービス料金・医療費・公共料金・税金の支払い　●日用品購入代金の支払い
●預貯金の出し入れ　●通帳、印鑑などの預かり（※高額な通帳・貴金属・宝石などは預かれません）

Ｑ１．福祉サービス利用支援事業って何ですか？

Ｑ２．具体的にどのような支援をするのですか？

（お問い合わせ）
地域福祉推進課　推進係

電話　221-6071

星ヶ峯福祉館

本人又は家族が民生委員児童委員、介護支援専門員などを通じて利用支援専
門員に相談

ステップ① 【相談受付】

利用支援専門員が訪問し、利用者からの相談及び生活状況を調査【訪問相談】ステップ②

契約可能な場合は、利用者に合わせた支援計画・契約書を作成【支援計画・契約書作成】ステップ③

利用支援員が支援計画に沿って支援【支援の開始】ステップ④

中国式餃子作り講習会・会食交流会の様子
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　市社協（県共同募金会鹿児島市支会）では、東日本大震災の義援金を受け付
けております。これまでに寄せられた義援金は、全額鹿児島県共同募金会を通
じて、中央共同募金会に送金され、被災された方々へ届けられております。ご
協力いただいた皆様、誠にありがとうございます。
　これからも、9月まで窓口での受付や募金箱の設置について継続して行いま
すので、皆様のご協力をよろしくお願いします。

（平成24年２月１日～５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
（敬称略）。皆様の温かいご支援に心から感謝申し上げます。

計 １６，９１８，７４６円（　　　　　　　　　　）
（内訳）：窓口（市民、団体・企業等）９，４８８，０６８円
　　　　：募金箱　　　　　　　　　　１，８６４，１８５円
　　　　：街頭での募金活動　　　　　４，６４２，９１６円
　　　　：社会福祉協議会職員募金　　　　９２３，５７７円

㈱タカイ　　　　　㈱ヨシキ　　　　　　㈱サンキー　　　　㈱タイムリー　　　　　㈱トライ社
アイテップ㈱　　　アリマ食品㈲　　　　㈱芙蓉商事　　　　水興設計㈱　　　　　　錦江建設㈱
板山商事㈱　　　　㈱寿草　　　　　　　㈱別府釣具　　　　㈱市坪建装　　　　　　㈲山下事務器
明和食品㈱　　　　㈲山田産業　　　　　㈱下堂園　　　　　三九運輸㈱　　　　　　㈲新興運送
㈱末永建設　　　　㈲福満白蟻　　　　　明興住機㈱　　　　㈲丸徳産業　　　　　　濱島印刷㈱
日本システム㈱　　㈱大進産業　　　　　南日汽缶工業㈱　　�医野間口クリニック　　㈱迫田建設
南国テレホン㈱　　�医甲和会　　　　　　㈲イヤダニ工務店　横村建設㈱　　　　　　牧迫建設㈱
㈱吉見工務店　　　市成建設㈱　　　　　㈱川井田組　　　　旭機工㈱　　　　　　　竹之迫保育園
㈱東宝建設　　　　㈲福山建設　　　　　上山建設㈱　　　　㈲上原清建設　　　　　�医たけのこ会
甲突町なが生き会　昭和火薬銃砲㈱　　　共栄はり灸療院　　錦江プラスチック㈱　　�医隆仁会
㈲平和市民薬局　　㈱西川海陸輸送　　　三洋金属商事㈱　　鹿児島国際観光㈱　　　㈲アラキビル商會
(福)城山会　城山苑　　　　　　　　�医明心会　吉野病院　　　　　　ＪＴＢ九州鹿児島支店
南国情報サービス㈱　　　　　　　鹿児島日産自動車㈱　　　　　　㈱南日本リビング新聞社
(福)城山会　グループホーム城山　　�医麗泉会　武田眼科　　　　　　�医緑陽の会　緑ケ丘クリニック
㈶鹿児島県地域振興公社　　　　　鹿児島中央ビルディング㈱　　　放射線科田之畑クリニック
ネッツトヨタ鹿児島㈱　　　　　　�医優和会　増田整形外科病院　　　(福)城山会　城山苑デイサービスセンター
�医高圓会　鬼丸内科循環器科　　　㈱鹿児島環境測定分析センター　㈶鹿児島県勤労者福祉基金協会
ふじヶ丘保育園・子育てセンター　　　　ダイキンＨＶＡＣソリューション九州㈱
㈱トヨタレンタリース鹿児島　　　　　　�医敬天会　グループホームいしき

青葉印刷㈱　　　　　　有馬運送㈱　　㈲下町産業　　　　　　　　㈱サニット　　　　　五月産業㈱
阪東機工㈱　　　　　　(福)聖寿会　　　南菱冷熱工業㈱　　　　　　�医緑泉会　　　　　　鶴丸歯科医院
㈲プリンス松山美容室　�医愛育会　愛育病院　　�医童仁会　池田病院　　鹿児島土木設計㈱　　㈱オンリーワン
日本乾溜工業㈱鹿児島支店　　　　　　�医敬愛会　中江病院　　　　セキスイハイム九州㈱鹿児島支店

【法人会員】

【法人特別会員】

東日本大震災義援金

法人特別会員・法人会員のご紹介

（お問い合わせ）県共同募金会鹿児島市支会　電話：221-6073

天文館での街頭募金活動

市歯科医師会（橋口会長様）からの義援金贈呈平成23年３月15日からの累計
平 成24年 ６ 月 ８ 日 現 在
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○　役員改選について
　任期満了に伴う改選により、下記とおり役員が選任されまし
たので、お知らせいたします。
（任期：平成24年６月１日～平成26年５月31日）
・理事16名　大平　和久（会長）、秋元　茂行（副会長）、
　　　　　　米山　昭規（副会長）、北方　耕藏（副会長）、
　　　　　　四元　正二（常務理事）、市來　久子、
　　　　　　赤崎　昭夫、水流　洋、平瀬　恍、米元　憲治、
　　　　　　遠矢　四男、松田　政信、義山　宏文、
　　　　　　永山　惠子、清原　浩、藤田　幸雄
・監事３名　西郷　幸夫、緒方　寛治、麻井　文博

有馬　礼子　様 尾前　民子　様 坂尾　加代子　様 　迫田　美智子　様 原田　リヨ子　様
浜平　政憲　様 吉見　昭二　様 横山　真理　　様 　片ノ坂　勝吉　様 山内　一人　　様
片野坂　悟　様 吉野おげんきかい　様 ㈱エーコープ鹿児島Ａコープ郡山店　様
鹿児島市木市振興会　様　　鹿児島市消防局厄払い会　様　　高次脳機能障害「ぷらむ」鹿児島　様
ボランティア・グループ夢一座　　　様　　　ボランティアグループ　ＮＴＴ−ＯＢやまびこ　様
㈱植村組　国道３号飯山地区作業所　様　　　ＮＰＯ法人　地域サポートよしのねぎぼうず　　様
［物品寄付］　迫田　伸也　様（はがき）　　松﨑　陽子　様

社協本部受付 大迫　純晴 様 中尾　喜代子 様 長柄　英男 様 南谷　れい子 様
川口　孝志 様 前田　静子 様 長井　純一 様 西小野　シゲ子様
當房　たみ子 様 山田　勝哉 様 前田　幸代 様

各支部受付　
吉田支部 瀨戸山　杲 様 柏原　政一 様 安田　葊 様 米丸　伊津子 様

梅北　康高 様 西　サチ 様
喜入支部 永島　紀男 様
松元支部 永里　和德 様 馬場園　久男 様 野中　治子 様
郡山支部 内村　修身 様 西　重寛 様 大浦　春江	 様 横瀨　照子 様

【香典返し寄付】

（平成24年２月１日～５月31日受付分）
　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。

〔一般寄付・物品寄付〕

寄付者のご紹介

お知らせ

課名 電話番号

代表・総務課 221−6070

地域福祉推進課 221−6071

ボランティアセンター 221−6072

共同募金会鹿児島市支会 221−6073

在宅福祉課 219−3700

○　電話番号の設定について
　市社協では、下の表のとおり課ごとに電話番
号を設定しましたので、ご用の際は直接お電話
をくださいますようお願いいたします。

西郷　幸夫　様 鹿児島市勤労女性センター
友の会　様

翔舞会　様

鹿児島県太極拳連盟　様鹿児島市勤労青少年ホーム
利用者友の会　様

鹿児島市立武小学校　様
（車いす）

吾妻流　寿賀穂の会　様

極真会館鹿児島県支部　様


