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平成25年１月発行

Ｐ⑵　第１回わくわく福祉交流フェアの開催、ボランティア推進校表

彰式・活動発表、始めています第３次地域福祉活動計画の策定

Ｐ⑶　ふれあい・子育てサロン

Ｐ⑷　赤い羽根共同募金へのお礼、東日本大震災復興支

援映画の上映について

Ｐ⑷～⑸　施設からのお知らせ

Ｐ⑹　校区社協の紹介、地域福祉館の紹介、社協出前講
座の紹介

Ｐ⑺　法人特別会員・法人会員のご紹介

Ｐ⑻　寄付者のご紹介

社会福祉法人　鹿児島市社会福祉協議会会長　大平　和久

　明けましておめでとうございます。
　皆様には、お健やかに新年をお迎えのことと存じます。
　さて、近年、核家族化や急速な少子高齢化の進展、また、地域における住民相互の

つながりの希薄化など、地域社会を取り巻く環境は、大変厳しさを増しており、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・絆の重要性が強く求められております。
　そのような中、私ども社協は、さらに地域福祉を推進するために「誰もが安心して暮らせる福祉のま
ちづくり」を目指して、様々な事業を積極的に展開しているところですが、並行して、特に本年は、平
成26年度からの第３次地域福祉活動計画の策定に向けて取り組んで参ります。
　皆様には、社協の運営や赤い羽根共同募金運動等、様々な事業にご協力とご支援を賜っておりますこ
とに心から感謝申し上げますとともに、本年も何とぞよろしくお願い申し上げます。
　年頭にあたり、この一年が皆様にとりまして、ご健康で幸多い年でありますことをお祈りし、新年の
ごあいさつといたします。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
〔会長〕大平 和久　〔副会長〕秋元 茂行、米山 昭規、北方 耕藏　〔常務理事〕四元 正二
〔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〕西郷 幸夫、緒方 寛治、麻井 文博　〔事務局〕職員一同
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みんなでつくる絆交流事業（地域でのイベントの様子）
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グラウンドゴルフ大会（松元地区校区社協連）
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　これまでの市と共催の「福祉ふれあいフェスティバル」と

社協主催の「ボランティアフェスタ」を統合し、今年度から

「わくわく福祉交流フェア」として11月11日（日）に、中
央公園をはじめ、ベルク広場、ぴらもーる通り、親子つどい

の広場なかまっち、かごしまメルヘン館を会場に開催いたし

ました。当日は雨模様にもかかわらず、約３万４千人の多く

の皆様がご来場されました。

　第１回目の今回は、「つながる　つなげよう　心のふれあ

い」をテーマに、芸能や音楽の発表、そしてボランティア推

進校表彰式のほか、ボランティアコーナー、模擬店コーナー、

昔遊びや車いすなどの体験・実演コーナー、パネル展示コー

ナー、バザーなど、たくさんの催しがあり、多くの市民の皆

様と福祉施設や関係団体の皆様との交流により、福祉に対す

る理解やボランティア活動への理解が深まりました。

第１回わくわく福祉交流フェアの開催（市との共催）

始めています　第３次地域福祉活動計画の策定

社協では、高齢者や障害者、子ども、子育て中の保護者な

どの方々が、いろいろな問題を抱えた時に、行政の施策に加

えて、住民同士がお互いに助けあい、支えあいながら地域の

中で、その人らしい自立した生活を送れるように、その時代

に即応した「地域福祉活動計画」を策定しています。

現在の新地域福祉活動計画は、平成21年度から25年度ま
での計画で、地域住民やボランティアなどによる自発的な福

祉活動を計画的に進めていくものです。「みんなでつくろう

すみたいまち　しあわせなまち　かごしま」を福祉目標に、

様々な事業を実施しています。

この計画に続く「第３次地域福祉活動計画」（平成26年度～ 30年度）の策定については、現在すで
に取り組みを行っていますが、策定にあたっては、校区社協や民生委員児童委員、ボランティア・Ｎ

ＰО、福祉施設の方々からのご意見やご提案等をいただくためのワーキンググループ会議を開催して

います。この他にも、町内会やボランティア団体の皆様を対象に、地域福祉活動に関する調査も行い

参考としているところです。多くの市民の皆様の活動を計画に反映できるように、地域で実践されて

いる福祉活動などをご紹介ください。

ボランティア推進校表彰式・
ボランティア活動発表

今年もボランティア活動を熱心に取り組んでこられたボラン

ティア推進校36校を表彰しました。中でも、優れた活動を行っ
ている４校を特別に表彰し、また日頃取り組んでいるボラン

ティア活動の発表をしていただきました。

各学校の実情や地域の特性にあわせた取り組みは、他校の参

考となる素晴らしいものでした。

賞 学校名 主な活動の内容

最優秀賞 鹿児島女子高等学校
市内公共施設の清掃活動、募金活動、

特別養護老人ホームの訪問　など

優秀賞

花 野 小 学 校 各種募金活動、リサイクル活動、花苗

配布の緑化活動、防災訓練での緊急炊

き出し訓練、地域清掃活動、福祉施設

の訪問、被災地への物資支援　など

桜 島 中 学 校

鹿 児 島 高 等 学 校

（お問い合わせ）地域福祉推進課　電話：221-6071

わくわく福祉交流フェア会場（中央公園）

ワーキンググループの様子

表彰されるボランティア推進校の児童・生徒

活動発表する花野小学校の児童



かごしま市社協だより　第110号

（3）

　０歳～３歳くらいまでの子どもとそのお母さんなどを対象に、季節の行事や遊びなどを通して、仲間づくりや情報交換

を行い、育児についての悩みや不安などを語り合いながら相互に交流を深め、子育てを地域ぐるみで支えあうことを目的

としています。

　各校区社協の主催で、各地域の民生委員児童委員などの皆さんがボランティアで活動しています。

● 今年度は玉江校区が新たに開催することになり、48の地域で活動が活発に行われております。
● 親子あそびやリズム体操、折り紙など、親子で一緒に楽しく遊んでいます。
● 七夕やクリスマス、ひなまつりなど、子どもたちの喜ぶ行事がいっぱいあります。

※日程や場所などは変更することもあります。それぞれのサロンの担当者の方に確認してからご参加ください。

№ 地域 校区社協名 場　所 曜日・開始時間 担当者 (敬称略）・連絡先

1

吉野

 川上 川上福祉館 第４木 10:00 ～ 竹之内 244-1163 高田 243-9332
2  吉野・大明丘 吉野校区公民館 第３木 10:00 ～ 福元 294-5211 宮竹 243-7179

3  吉野東 吉野東福祉館等 第４水
（12・２・３月除く） 10:00 ～ 吉元 244-5306 徳森 244-5533

4

中央

 坂元・伊敷台 玉里団地保育園 第３or４金 10:00 ～ 元山 229-1574 大津 220-5102
5  坂元台 坂元台校区公民館 第4火 14:00 ～ 南 248-3556 後田 247-6293
6  清水 上町福祉館 第３火 10:00 ～ 豊永 247-1172 藤井 247-6495
7  大龍 たてばば福祉館 第３木 10:00 ～ 石原 239-8173 揃 248-3360
8  中洲 上荒田町公民館 第２金 10:00 ～ 倉内 251-8265 前本 253-2589
9

城西

 草牟田 草牟田町内会公民館 第４水 9:30 ～ 新山 225-1288 河野 239-2271
10  原良 永吉公民館 第２火 10:00 ～ 岩瀬 206-7819 木浦 253-1387
11  明和 明和福祉館 第３火 10:00 ～ 富田 258-3330 坂元 229-6268
12  西田 城西福祉館 第2火 10:30 ～ 福山 255-6268 市谷 250-4763
13

武
田上

武岡・武岡台 武岡福祉館 第１金 10:00 ～ 大石 282-0979 橘木 281-0128
14  西陵 西陵福祉館 第２火 10:00 ～ 坂尾 282-5646 鳥取部 281-3256
15  広木 田上台福祉館 第１火 10:00 ～ 徳利 252-0563 森 275-4174
16  田上 田上福祉館 第３火 10:00 ～ 仁礼 282-4882 野口 251-2041
17  武 武公民館（武幼稚園３階） 木（月１回） 10:00 ～ 木原 252-7476 出木場 254-1222
18

鴨池

 荒田 荒田１・２丁目公民館 第３水 10:00 ～ 外 256-5946 高山 254-7021
19  八幡 八幡校区振興会第１公民館 第３or４月 10:00 ～ 有村 258-1522 永田 255-8704
20  西紫原 西紫原福祉館 第２火 10:00 ～ 吉川 258-7351 田所 206-6521
21  紫原 紫原福祉館 第２水 10:00 ～ 城元 256-5104 今村 250-7177
22

 宇宿地域
宇宿中間福祉館 第１水 10:00 ～ 森田 264-6622 迫田 264-7351

23 宇宿福祉館 第２水 10:00 ～ 小齊平 275-3788 迫田 264-7351
24  鴨池 真砂福祉館 第２水 10:00 ～ 岩切 257-7419 田口 257-0110
25  南 三和児童センター 第２水 10:30 ～ 友井川 206-2402 辻 253-6511
26
伊敷

 西伊敷・花野 西伊敷福祉館 第１金 10:00 ～ 村山 228-8989 若宮 228-0699
27  玉江 玉里福祉館 第３水 10:00 ～ 中野 223-3706 松元 229-1904
28

谷山

 谷山 谷山福祉館 第２火 10:00 ～ 大山 269-6624 森 268-8722
29  西谷山 西谷山福祉館 第１火 14:00 ～ 柿本 090-5285-2438 鳥越 260-7779
30  東谷山 東谷山福祉館 第１水 10:00 ～ 音野 267-5558 国本 269-3580
31  清和 東谷山福祉館 第４木 10:00 ～ 山崎 269-1505 芝野 267-0870
32  和田 和田福祉館 第３木 10:00 ～ 永田 268-0317 山野 261-1377
33  福平・平川 福平福祉館 月１回 10:00 ～ 麓 261-9776 平山 261-2384
34  中山 谷山北福祉館 第２火 10:00 ～ 上野 264-0933 山下 267-6123
35  桜ヶ丘地域 桜ヶ丘福祉館 第４火 10:00 ～ 六反田 821-0505 東 264-5016
36  星峯西・星峯東 星ヶ峯福祉館 第４火 10:00 ～ 南 265-3053 田中 265-2739
37  皇徳寺・宮川 皇徳寺福祉館 第２金 10:00 ～ 貴堂 265-6619 横山 265-1391
38  錦江台 坂之上福祉館 第３金 10:00 ～ 高塚 261-4773 鮫島 284-2773
39
吉田

 本名 本名校区コミュニティセンター 第２水 10:00 ～ 川畑 294-4152 朝倉 294-4828
40  宮 宮校区コミュニティセンター 第２金 10:00 ～ 中島 294-2584 窪 294-3913
41  牟礼岡 牟礼岡校区コミュニティセンター 第４水 10:00 ～ 祝迫 294-8270 稲留 294-8395
42 桜島  桜島地域 桜島保健センター 第３火 10:00 ～ 久米 293-4653 北村 293-2581
43
松元

 松元・東昌 松元公民館 第４水 10:00 ～ 岩城 278-1031 馬込 278-2324
44  春山 馬場自治公民館 第２金 10:00 ～ 野間口 278-1613 児島 278-3510
45  石谷 すこやかランド石坂の里 第４木 10:00 ～ 鳥原 278-2163 鮫島 278-4535
46 郡山  郡山地域 郡山児童センター 第４木 10:00 ～ 愛甲 298-2419 福田 298-7950
47
喜入

 喜入 善行寺 月（月２回） 10:30 ～ 亀井 345-0032 川上 345-3473
48  中名 中名校区公民館 第１･３水 10:00 ～ 釜付 345-1876 今別府 345-0479

（お問い合わせ）
地域福祉推進課
電話221－6071
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赤い羽根共同募金へのお礼

東日本大震災復興支援映画の上映について

施設からのお知らせ

復興支援の映画として、２月に市内での上映が決定しました。

この映画は、孤児となり生きる希望をなくした少年が、お菓子（エク

レール）と歌を通じて、出会った人々の優しさに触れながら、お菓子へ

の憧れを胸に、戦中 ･戦後を力強く生き抜いていく姿を描いた感動の作

品です。また、メインのロケ地が被災地となった宮城県石巻市です。

映画上映の益金の一部は、被災地へ義援金として送られますので、多

くの方々にご覧いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

◆上映日時・会場・料金

２月１日（金） 県民交流センター ①10:30～②13:30～
③19:00 ～（上映時間
107分）※いずれの会
場も３回上映します。

前売券 1,000円
当日券 1,500円
小中高生 800円
（当日券のみ）

２月８日（金） 宝山ホール

２月９日（土） 谷山サザンホール

10月１日から12月31日までの３か月間、「赤い羽根共同募
金」運動が全国一斉に行われ、県共同募金会鹿児島市支会で

も共同募金運動（戸別募金・街頭募金・法人募金・学校募

金・職域募金等）に積極的に取り組みました。

当市支会では今年度から皆様の身近な地域で募金にご協力

いただこうと、街頭募金活動をこれまでの市内中心部に加え

て、地域の大型店舗などでも実施したところ、多くの皆様か

ら温かい善意が寄せられました。

集まった募金は、下の図のとおり助成されます。

募金にご協力いただいた皆様、また、ボランティアとして街頭募金活動にご協力いただいた皆様、誠

にありがとうございました。

～「エクレール・お菓子放浪記」～

（お問い合わせ）総務課　電話：221-6070

○ 心身障害者総合福祉センター（ゆうあい館）～ 講座受講生募集のお知らせ ～
・平成24年度 第５期身体障害者パソコン講座

コース名 受講日時 時間 対象者・受講料など

①　肢体不自由者・ 
内部障害者ワー
ド応用コース

１/27 ～３/ ３ 
毎週日曜日 
（全６回）

10:00
～ 12:00

◆内　容：文章作成、関数の使い方、インターネット操作の
基本など

◆対象者：市内に住む18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの
方

　　　　　①②の講座→基本操作（文字入力）のできる方
　　　　　③の講座→パソコンに興味のある方

◆定　員：各コース６名（定員を超えたら抽選をします）

◆受講料：無料　◆募集期間：１月４日（金）～１月19日（土）
※お問い合わせのうえ、お申し込みください。

②　肢体不自由者・ 
内部障害者エク
セル応用コース

１/27 ～３/ ３ 
毎週日曜日 
（全６回）

14:00
～ 16:00

③　聴覚障害者
　インターネット
基礎コース

１/31 ～３/ ７ 
毎週木曜日 
（全６回）

18:30
～ 20:30

※この他にも、各地域での上映を
検討しています。

募
金
の
流
れ

募
金
の
流
れ

県共同募金会
市社協 （子育てサロン、校区社協の助成等） 

町内会 （集会所の備品整備等）

福祉施設等 （設備、備品等の整備）

歳末たすけあい （寝たきり高齢者の見舞品等）配分委員会

鹿児島市支会
県共同募金会

募金
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○ 高齢者福祉センター与次郎　～卓球親睦試合を開催しました～
８月29日（水）に、高齢者の相互交流並びに生きがいと健康
づくりを支援することを目的に「第１回 卓球親睦試合」を開催
したところ、45人が出場されました。ロンドンオリンピックで
の日本卓球陣の活躍もあって、素晴らしいプレーが随所にみられ

ました。

今後も利用者の方が、楽しんで参加できるような催しを企画し

ていきます。

また、年間を通じて様々な講座を行っておりますので、ぜひご

利用ください。

○ 高齢者福祉センター吉野　～第５回　生きがいとふれあいの祭りを開催しました～
10月６日（土）に開館５周年を記念して開催いたしました。
当センターの自主講座生及び利用者など、団体・個人を合わせ

て23組・234人の方々が、日頃の練習の成果を披露されました。
また、ギャラリーには自主講座生の作品（絵手紙、短歌、水彩

画、ボールペン字）を展示して、皆さんに鑑賞していただきまし

た。

今後とも、皆さんが、気持ちよく喜んで利用いただけるよう、

６年目のセンター運営に努めてまいります。

○ 高齢者福祉センター東桜島　～教養講座受講生が東桜島地域総合文化祭に参加しました～
高齢者福祉センタ－東桜島では、毎年、教養講座を開講してお

り、今年度の健康レクリエーション講座の受講生の皆さんから

「文化祭に参加したい」との声が出たことから、11人の受講生
と講師の先生が東桜島地域総合文化祭に今年度初めて参加いたし

ました。

文化祭は、11月11日（日）に黒神小学校で開催され、受講生
の皆さんは、赤の T シャツと黒のズボンで揃え、「少年時代」・「あ
あ人生に涙あり」の２曲にあわせて踊りや体操を披露しました。

観客の中には見ぶり、手ぶりで一緒に体を動かす方もおり、楽し

い時を過ごすことができました。

皆さん、少し緊張しながらも練習してきた成果を充分に発揮す

ることができ、演目終了後は「来年も参加しましょう」と決意さ

れ、早速練習日を決めておられました。このように当センターは

皆さんがお互い楽しみながら行う、各種教養講座を開講しており

ます。

（お問い合わせ）高齢者福祉センター与次郎　電話：250-3311

（お問い合わせ）高齢者福祉センター吉野  電話：244-5681

（お問い合わせ）
高齢者福祉センター東桜島
電話：221-2081

・地域活動支援センターゆうあい館講座

講座名 開講日時等 対象者・受講料など

手 話 講 座 第１・第３火曜日　10:30 ～ 15:30
◆対象者：市内に住む18歳以上の身体障害者手

帳等をお持ちの方

◆定　員：各講座20人
◆受講料：無料(講座によっては材料費が必要)
◆募集期間：随時

※お問い合わせのうえ、お申し込みください。

舞 踊 講 座 第１・第３土曜日　10:00 ～ 15:00

生 花 講 座 第２・第４土曜日　13:00 ～ 15:00

茶 道 講 座 第１・第３火曜日　10:30 ～ 12:30

フ ラ ダ ン ス 講 座 第２・第４金曜日　13:30 ～ 15:30

太 極 拳 講 座 第１・第３土曜日　13:30 ～ 15:30

卓球バレー講座 Ｂ 第１・第３木曜日　13:30 ～ 15:30

（お問い合わせ・お申し込み）心身障害者総合福祉センター（ゆうあい館）
〒890-0067 真砂本町58番30号　電話：252-7900　FAX：253-5332
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宇宿福祉館は、昭和58年３月に市内で11番目に設置されまし

た。宇宿一丁目の閑静な住宅地に位置し、和室（大）・和室（小）・

洋室・児童ルーム・調理室・地域福祉支援ルームなどの部屋があ

ります。

当福祉館では、コミュニティづくりの拠点施設として、町内

会・老人クラブなどの活動のほか、子育てサロンなどが開催され

ています。また、様々な趣味・教養活動等の団体が、生きがいづ

くりや健康づくりにいきいきと活動をされています。このほか、福祉活動やボランティア活動の支

援、福祉の相談窓口の業務も行っています。

８月18日（土）、大明丘校区社協の呼びかけにより、雀ヶ宮公

会堂で訪問入浴事業についての出前講座を行ったところ、地域住

民の方々約100人が参加されました。

訪問入浴事業とは、当社協の職員が、訪問入浴車で寝たきり等

の利用者宅を訪問し、室内に浴槽を持ち込んで入浴サービスを行

うものです。

今回の講座では、通常のサービスと同じように訪問入浴車のタ

ンクに福祉コミュニティセンターの温泉水を積み込み、入浴介護

の実演をしました。受講された皆様から「わかりやすく大変役に

立った」「勉強になった」などの声をいただきました。

このように、社協出前講座では、職員が皆様の会合等に出向き、

社協の事業や活動について、説明いたします。

講座を希望される団体等は、電話または社協のホームページで

内容をご確認のうえ、お申し込みください。

発足以来、広報紙「ふくしだより」を年１回発行し、地域の福

祉や校区社協活動について、皆様にお知らせしてきました。

さらに広く地域の皆様に親しまれる校区社協を目指し、５年ほ

ど前から年２回に増やして、4,000部を発行しています。

地域の主な活動は、子育てサロン、青少年健全育成大会、納涼

大会、高齢者運動の集いなどで、地域の活動に深く関わりながら

応援、協力をしております。

９月には、第７回福祉交流会（文化講座）も開催しました。

また、日頃から高齢者とのふれあい活動やさりげない見守り活動を行っているほか、地域の小・

中学生とも、あいさつ運動などでふれあいを図るなど、様々な活動を行っています。

所在地：宇宿一丁目５６番１０号　電話：２５７－９８９０（市電脇田電停徒歩５分、めぐみ保育園隣）

【発足年月日】昭和58年４月１日　【世　帯　数】2,928世帯

～紫 原 校 区 社 協～

～宇 宿 福 祉 館～地域福祉館の紹介

社協出前講座の紹介

校 区 社 協 の 紹 介

（お問い合わせ・お申し込み）総務課　電話：221-6070　FAX：221-6075

福祉交流会の様子
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（平成24年７月16日～９月30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。50音順）皆様の温かいご支援に心から感謝申し上げます。

㈱アーステクノ　　㈱アイテム　　アイテック㈱　　㈱アクトリー　　鮎川建設㈱　　㈲アラキビル商會　　㈱有村屋　
有馬運送㈱　　㈱イースト朝日　　㈻池田学園　　石原産業㈱　　()福伊敷福祉会伊敷保育園　　石丸製麺㈲
㈱イタヤマ事務機　　㈱江口土木　　()福落穂会旭福祉センター　　()福落穂会第二旭福祉センター　　鹿児島市医師会
鹿児島酒造㈱　　㈱鹿児島銀行　　鹿児島県医師会　　鹿児島くみあい食品㈱　　㈳鹿児島共済会
かごしま環境サービス㈱　　㈳鹿児島市歯科医師会　　㈶鹿児島県民総合保健センター　　鹿児島情報高等学校
㈶鹿児島県農協役職員共済会　　鹿児島興業信用組合　　㈱鹿児島有恒社　　鹿児島トヨペット㈱
㈳鹿児島市薬剤師会　　鹿児島ターミナルビル㈱　　鹿児島ヤクルト販売㈱　　鹿児島自動車工業協同組合
()福鹿児島市社会事業協会　　鹿児島明るい社会づくりの会　　㈳鹿児島県建築協会　　㈳鹿児島精神衛生協会
()福鹿児島虹の福祉会　　㈱鹿児島保健研究所　　鹿児島ライオンズクラブ　　鹿児島市管工事協同組合
()福鹿児島市手をつなぐ育成会　　㈳鹿児島県建設業協会鹿児島支部　　㈱勝建設　　㈱桂造園　　㈱上塘組
㈱カミチク　　上村石油ガス㈱　　()医起生会林内科胃腸科病院　　㈱九州工機　　㈱九電工鹿児島支店
キョーエイエステック㈱　　協立商事㈱　　()医玉昌会　　㈱霧島町蒸留所　　グループホーム東谷山　　黒木写真館
ケービー食品㈱　　()医光風会有馬胃腸外科医院　　㈱健康の森　　㈱コーアガス日本　　五月産業㈱　　㈱サニット　　
㈱サニタリー　　三洋ハウス㈱　　()医参天会　　三洋工機㈱　　()医三楽会ほかぞのクリニック
ＪＸ日鉱日石石油基地㈱　　()医柴心会内科柴田病院　　㈱ジェイテック　　十文字工業㈱　　㈱勝利商會
㈲昭栄工業　　情報機器販売㈱　　㈱しんぷく　　㈲親和熱水研　　㈱新生組　㈲水交設備　　㈱昴　　セイカ食品㈱　
千石ビル管理綜合㈱　　セキスイハイム九州㈱鹿児島支店　　()医草清会いいだクリニック
()医松柏会Tsukasa HealthCare Hospital　　㈱大慶建設　　㈱太洋花火　　忠建設工業㈱　　㈱中礼義肢製作所
㈱知覧茶園　　㈱東条設計　　()医童仁会　　㈱トータルハウジング　　デイサービスセンターみやび　　㈲トップ商事
㈱冨迫組　　特別養護老人ホームみやび　　南生建設㈱　　㈴南邦商事　　㈱日建サービスセンター
㈲日昭電気水道設備　　日本ガス住設㈱　　㈱野添組　　濱島印刷㈱　　阪東機工㈱　　㈲久永二官橋　　㈱美創産業
㈱日立ソリューションズ九州　　㈱フジヤマ　　㈲渕上事務器　　㈱文化社　　㈱ベアーズセキュリティ　　㈱前田組
丸天建設㈱　　㈱増田勇建設　　㈱Misumi　　マルエーフェリー㈱　　㈱南日本総合サービス　　
㈱南日本薬剤センター　　㈱南日本情報処理センター　　㈱南九州ファミリーマート　　㈱南日本技術コンサルタンツ
南鹿児島建設業協同組合　　()福恵会　　㈱山形屋　　()福ゆうかり　　吉野学園　　()医緑泉会　　()医杏渓会　　()医隆成会

㈲アイム会計　　㈱アイオイ・プロフォート　　㈲アクティブヒューマンライフ　　㈱あすなろ印刷　　安楽電気㈱
㈱イシタケ　　㈱イシダハカリタナカ　　()医猪鹿倉会パールランド病院　　㈲一番堂ハンヤ　　㈲イヤダニ工務店
井料メンタルクリニック　　インフラテック㈱　　㈱岩田組　　()医梅津整形外科医院　　㈱エコロン
荏原冷熱システム㈱南九州営業所　　尾家産業㈱　　㈱オートパーツ伊地知　　オリエント産業㈱南九州支店
㈱温泉ホテル中原別荘　　カクイ㈱　　()福鶴陽会グループホームあけぼの　　()福鶴陽会特別養護老人ホームあけぼの
影原保育園　　鹿児島共同倉庫㈱　　鹿児島寺岡オートドア㈱　　㈶鹿児島県地域振興公社　　㈲鹿児島清掃
鹿児島測機㈱　　鹿児島南警察署　　㈱鹿児島放送　　鹿児島リース㈱　　㈱鹿児島カード　　鹿児島商工会議所
鹿児島海陸運送㈱　　鹿児島国際観光㈱　　鹿児島テレビ放送㈱　　㈱鹿児島讀賣テレビ　　鹿児島綜合警備保障㈱
鹿児島県酪農業協同組合　　㈱鹿児島視聴覚センター　　㈲鹿児島車体工業所　　かごしま中央農業協同組合
鹿児島中央地下駐車場㈱　　㈳鹿児島県環境保全協会　　かごしまプラザホテル天文館　　㈳鹿児島県消防設備安全協会
㈱鹿児島県クリーニングセンター　　()福鹿児島県母子寡婦福祉連合会　　鹿児島県信用漁業協同組合連合会
鹿児島県土地改良事業団体連合会　　()福鹿児島市手をつなぐ育成会第二コスモス　　()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　　上村海運建設㈱　　㈲上村モータース　　川畑電気㈱　　喜入町農産加工組合
㈱北義肢製作所　　()福希望会にしべっぷの里　　()医木村外科内科　　㈱九州新城　九錦設備工業㈱
九州南部たばこ販売協同組合連合会　　錦江プラスチック㈱　　錦江建設㈱　　グループホーム竹山苑
共栄火災海上保険㈱南九州支店　　グループホーム城山　　グループホーム良友　　グループホームエデンの丘
㈲くろいわ　　ケアホームしょうぶ　　()福敬天福祉会城山保育園　　()医健翔会　　()医碩済会吉田温泉病院
ゲンプラン設計㈱　　()福光陽福祉会　　()福宏修福祉会皇徳寺保育園　　()福宏修福祉会東開保育園
()医紘淳会とまり泌尿器科　　㈱河野工業所　　㈲甲南メディカル　　()医厚仁会　　㈲小金太
()医高圓会鬼丸内科循環器科　　㈱コピオン　　㈲呉服のおびや　　㈱さくら医療器械　　㈱さくら会　　サポート明星
()福桜ヶ丘福祉会コスモス保育園　　㈲鮫島写真館　　三州産業㈱　　三九運輸㈱　　㈲三昭電気設備
三州技術コンサルタント㈱　　㈱三反田設計　　()福しおん会こひつじ園　　慈眼寺寿光園　　㈱島津興業
()医司誠会野上病院　　㈲下舞建築設計事務所　　㈱下堂園　　()福寿康会　　しょうぶ学園　　㈱ジュンク堂書店

【法人特別会員】

【法人会員】

法人特別会員・法人会員のご紹介
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社協本部受付　河野　保孝　　様　　松元　洋子　　　様
　　　　　　　萩原　良幸　　様　　十島　亮二　　　様

吉田支部受付　西園　貞人　　様　　抜迫　久枝　　　様
　　　　　　　鹿島　盛德　　様　　伊地知　ユキエ　様
喜入支部受付　追立　トキエ　様　　田島　恭子　　　様
郡山支部受付　大浦　正巳　　様　　有馬　勤　　　　様
　　　　　　　豊丸　秀雄　　様
松元支部受付　坂口　淑江　　様　　亀岡　美代子　　様

　松﨑　陽子　　様

　寺島　健二郎　様
　（車椅子　１台）

【香典返し寄付】 【物品寄付】（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。）

（杖、車いす等の物品の寄付をお受け
しています。）

有馬　禮子 様
山内　一人 様
寺島　健二郎 様
桑水流　敏子 様
吉永　スイ 様
横山　茂彦 様
ひまわり幼児学園 様
JX日鉱日石石油基地㈱ 様

　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。
　皆様からいただいた貴重なご芳志は、住み慣れた地域で誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりのために活
用させていただきます。今後とも皆様の善意をお寄せくださいますようお願い申し上げます。

※（お詫びと訂正）　前回の109号に掲載しました香典返し寄付者の名前に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
　　　　　　　　　（誤）中間　由美子　様　→（正）中間　由実子　様

〔一般寄付〕（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。）

寄付者のご紹介

()医秀愛会沖野循環器科病院　　昭和火薬銃砲㈱　　()医常清会尾辻病院　　城山観光㈱　　㈱親和電機
城山苑デイサービスセンター　　新興運送㈲　　水興設計㈱　　()医信愛会前田内科消化器科
㈱新日本技術コンサルタント　　㈱スカイパーク　　㈱スズキ自販鹿児島　　()福正和会
()医清和会徳田・馬場クリニック　　()福清豊福祉会　　㈲誠建舎　　()福青鳥会愛光園　　()福青鳥会吉田愛青園
生活協同組合コープかごしま　　セコム㈱　　()医清心会内科市来医院　　税理士法人徳留・岩元会計事務所
㈱センコウ　　全国警備保障㈱　　全労済鹿児島県本部　　㈱タイフク　　㈱大成電設　　大成ビルサービス㈱
大覚寺保育園　　ダイヤテック㈱　　大和ハウス工業㈱　　高島屋開発㈱　　㈱立石食品　　谷口開発興業㈲
()福千草会　　ダイキンＨＶＡＣソリューション九州㈱　　中外電工㈱　　中央ロード工業㈱　　㈱鶴丸薬品
㈲寺師産業　　帝国倉庫運輸㈱　　堂園設計㈱　　()福常盤会明星学園成人部　　()福常盤会しろやまの風
()福常盤会 常盤会サポートハウス　　()福常盤会発達支援センターひこばえ　　()福常盤会明星学園
特別養護老人ホーム城山苑　　㈲徳田屋書店　　特別養護老人ホーム健生苑　　㈲富永緑化土木
トヨタカローラ鹿児島㈱　　中名保育園　　㈱ナカムラ　　ナカオ食品㈱　　㈱南和産業　　㈱南電工
南国産業開発㈱　　㈲南光産業　　南国タクシー㈱　㈲西山建設　　㈱ニシムタ　　㈱西川海陸輸送　　㈲日新製餡
㈲にこやかライフグループホームさくら荘　　()福仁田尾福祉会仁田尾保育園　　日本たばこ産業㈱鹿児島支店
日本乾溜工業㈱鹿児島支店　　㈱ハマテックス　　㈱はやま　　㈱久永建装　　㈱久永コンサルタント
㈱ビルメン鹿児島　　㈱深野木組　　㈱フェニックス　　藤井酒店　　富士運送㈱　　()医藤田眼科
富士ゼロックス鹿児島㈱　　㈱芙蓉商事　　文進社印刷㈱　　㈱プリンティング三州　　()福宝林福祉会
ホームヘルプサービスセンターＢ eしょうぶ　　本場大島紬織物協同組合　　㈲まこと産業　　㈱マジオネット
㈲益山土木　　松元通所介護事業所　　マリックスライン㈱　　㈲丸徳産業　　㈱南日本電設　　南九州スバル㈱
㈻南学園鹿児島医療福祉専門学校　　㈱南九州電設　　㈱南日本放送　　南九州日野自動車㈱
㈱南九州冷熱サービス　　㈱南九州エービーシー商会　　()福麦の芽福祉会
()福麦の芽福祉会鹿児島子ども療育センター　　()福紫原福祉会　　㈱南日本新聞開発センター　　明興住機㈱
メガネのふじ　　㈱森山肇組　　㈱森山タイル　　山元新栄地質㈱　　山形屋パーキング㈱
やまびこ医療福祉センター　　山形屋商事㈱　　㈲山田産業　　㈲山下事務器　　()医有隣会伊敷病院
㈲横瀬造園土木　　㈱吉丸組　　㈱吉田経営　　㈲吉徳福祉機器販売　　㈲ヨシモト建設
()福吉田向陽会グループホームむれが岡風車の宿　　㈱隆生興産　　()医緑陽の会緑ケ丘クリニック
ワークサポートセンターＤｏしょうぶ　　㈲渡辺 グループホームひかりの丘　　

（平成24年８月11日～ 10月31日受付分）

浜平　政憲　様 ダイヤテック㈱　様

㈱山形屋 様（ステッキ 50本）


