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　市内に41館設置されている地域福祉館では、市民の皆様の交流や福祉活動のための施設の提供、

見守り活動・子育てサロン・介護講習会などの小地域ネットワーク活動やボランティア活動の支援、

福祉に関する相談や情報の提供などを行っています。平成24年度は延べ約86万人の方々の利用が

ありました。

　中でも、地域の高齢者等が気軽に集える場として、ボランティアの方々が手伝ってくださる「福

祉館サロン」を10館で実施しているほか、昨年12月からはロビー等でお茶を飲みながら、地域の

皆様がいつでも自由に交流できる「毎日型サロン」を35館で実施しています。

　このほか、福祉館だよりの発行や、七夕まつりなど福祉館主催のイベントも開催しています。

　このように、地域福祉館は、福祉活動を推進する拠点として、地域の皆様が気軽に利用できる施

設ですので、どうぞお気軽にご利用ください。

目　　　次

ご利用ください！地域福祉館　～みんなの交流の場です～

福祉館サロン（桜ヶ丘福祉館でのレクリエーションダンスの様子） 毎日型サロン
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平成24年度の主な事業の報告
⑴　地域福祉活動計画の推進

校区社協や町内会、民生委員児童委員協議会等地域の方々と

ともに、地域に根ざした活動の推進に取り組みました。中でも、

高齢者や障害者の方々及び子どもなどに対する見守りや声かけ

などの地域における活動については、小地域ネットワーク等を

有効に活用しながら推進しました。

⑵　みんなでつくる絆交流事業

地域の皆様の絆を深めることを目的としたふれあい交流や世

代間交流、スポーツ交流等の活動に対して、必要な経費の一部

を47校区社協に助成しました。
⑶　児童・生徒のふれあいボランティア活動事業の実施

ボランティアに取り組むきっかけづくりや活動を継続しても

らうため、ボランティア活動の実績に応じたポイント換算を行

うもので、継続的な活動を行った児童・生徒87人に対し、活
動認定証を授与しました。

⑷　わくわく福祉交流フェアの開催

多くの市民が福祉への理解を深めてもらうための交流イベン

トとして、市と共催で「第１回わくわく福祉交流フェア」を

開催し、ボランティアや福祉施設、関係団体等によるステー

ジショーや模擬店、バザーなどの催しを行ったところ、約

３万４千人の方々が来場されました。

⑸　介護保険法等関係サービス事業の運営

要介護、要支援の高齢者や障害者の方々に対する居宅介護支援、訪問介護、訪問入浴介護及び通所

介護の各事業については、提供するサービスの質の向上を図り、利用者から信頼される事業運営に努

めました。

平成24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 1,820,778 1,890,803 △70,025

特別会計
（祭壇貸付）

6,233 9,366 △3,133

注１）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

注２）特別会計は、平成23年度末で廃止
（終了）した吉田の祭壇貸付事業で、

平成24年度はその精算事務の決算

支 出

1,890,803

収入

1,820,778補助金収入
208,438（11.4%）

寄付金収入
10,368（0.6%）

受託金収入
958,808（52.7%）

会費収入
11,177（0.6%）

共同募金配分金収入
39,354（2.2%）

財務収入などの諸収入
340,421（18.7%）

介護保険等収入
252,212（13.8%）

介護認定調査事業
237,380（12.6%）

地域福祉活動推進事業等
102,208（5.4%）

ボランティア活動振興事業
79,738（4.3%）

介護保険関係事業
247,886（13.1%）

福祉資金貸付事業
16,992（0.9%）

法人運営事業
467,594（24.7%）

施設等運営事業等
736,228（38.9%）

福祉サービス利用支援事業
2,777（0.1%）

〔一般会計〕

門松作りの様子
（みんなでつくる絆交流事業）

ボランティア活動カードにポイントのスタ
ンプをもらう児童たち
（児童・生徒のふれあいボランティア活動事業）
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（移行前）

移行
⇒

県共同募金会鹿児島市支会

・理事会（28名）

選　出　区　分

１ 地域を代表する者

２ 民生委員児童委員協議会代表

３ 学識経験者

４ 更生保護事業に関係ある者

５ 婦人団体に関係ある者

６ 経済団体に関係ある者

７ ボランティア団体に関係ある者

８ 行政代表

９ 鹿児島市社会福祉協議会代表

・評議員会（60名）

選　出　区　分

１ 地域を代表する者

２ 行政代表

・専門委員会

・監事

県共同募金会鹿児島市共同募金委員会

・運営委員会（30名）

選　出　区　分

１ 地域を代表する者

２ 校区社会福祉協議会を代表する者

３ 民生委員児童委員協議会を代表する者

４ 学識経験者

５ 更生保護事業に関係ある者

６ 女性団体に関係ある者

７ 経済団体に関係ある者

８ ボランティア団体に関係ある者

９ 行政を代表する者

10 鹿児島市社会福祉協議会を代表する者

・審査委員会（11名）

選　出　区　分

１ 地域を代表する者

２ 校区社会福祉協議会を代表する者

３ 民生委員児童委員協議会を代表する者

４ 学識経験者

５ 更生保護事業に関係ある者

６ 女性団体に関係ある者

７ 経済団体に関係ある者

８ ボランティア団体に関係ある者

９ ＮＰО法人に関係ある者

10 行政を代表する者

11 鹿児島市社会福祉協議会を代表する者

・専門委員会

・監事

（移行後）

県共同募金会
『鹿児島市支会』から
『鹿児島市共同募金委員会』に移行

　７月１日から「県共同募金会鹿児島市支会」が「県共同募金会鹿児島市共同募金委員会」に変わりました。

これは「じぶんの町を良くするしくみ」である共同募金運動に、できるだけ多くの市民の参加を図り、意見

を十分に反映していく「しくみ」にするためです。

　共同募金委員会では、新たに運営委員会を設置して、募金計画や助成計画を盛り込んだ共同募金推進計画

を策定し、地域福祉推進のための共同募金運動を行います。また、審査委員会を設置して、助成計画の策定

や助成の審査を行い、これを基に運営委員会で助成先を決定することになります。

　これからも、共同募金運動に対し、皆様方のご理解とご協力を賜りますようよろしくお願いします。
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詳しくは、市役所分室まで　電話：223-0704

　５月12日（日）、第３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、身近な清掃活動というボランティア参加の機会を提供

することで、市民の皆様がボランティアを始めるきっかけ

づくりになればと、一昨年から実施しているものです。

　今年は、1,750人の方々が参加され、ボランティア活動
に対する市民の皆様の関心がさらに高まってきていること

を感じました。参加された皆様、誠にありがとうございま

した。

　市内に居住し、他の貸付制度を利用できない所得の低い世帯などに対して、その世帯の生活

安定、経済的自立及び社会参加の促進等を図ることを目的として、民生委員児童委員等による

必要な援助指導のもとに、市社協が資金の貸付を行う制度です。

ボランティアでまちを美しく
　　～おもてなしの心をもって～

生活福祉資金貸付事業（県社協からの受託事業）

実 施 日 参加者数 対 前 年

１ 23. ５.15 725人 －

２ 24. ５.13 1,176人 ＋ 451人

３ 25. ５.12 1,750人 ＋ 574人

◇　資金貸付の種類
　　①　総合支援資金　②　福祉資金　③　教育支援資金　④　不動産担保型生活資金

◇　連帯保証人
　原則として１名必要 ( ただし、上記②のうちの緊急小口資金、④のうちの要保護世帯向け
不動産担保型生活資金の場合は不要 )

◇　貸付利子
　連帯保証人がいる場合は無利子。連帯保証人がいない場合は年1.5％（ただし緊急小口資金、
教育支援資金は無利子）

◇　貸付限度額、貸付期間は資金の種類ごとに異なります。

集められたごみの量

　可燃物　1,000㎏
（45ℓ袋：約310袋）

　不燃物　40㎏
（45ℓ袋：約20袋）

● 参加した方々の感想 ●
「たくさんの方が参加していてびっくりした」

「青いベストを着用して自分もボランティアをしているのだな

と実感した」

「清掃後の充実感は何ものにもかえがたいものがあった」

「親子連れの家族での参加がほほえましかった」

開始式の様子（鹿児島中央駅前広場）
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谷山福祉館は、平成４年４月に開館し、今年で21年目を迎え

ます。和室大、和室小、洋室、調理室、児童ルーム及び地域福祉

支援ルームを備え、校区社協や町内会などの福祉活動団体等が小

地域ネットワーク活動として利用されるほか体操・民踊・ダンス

などの趣味・教養活動団体及び子供たちなど、多くの地域の皆様

が利用されています。

これからも、地域の皆様の交流や福祉活動の場として、気軽に

ご利用いただければと思っております。

　社協では、社協に対する理解を深めていただくため、職員が直

接市民の皆様の集会等に出向き、社協の事業について説明する

「社協出前講座」を実施しています。

　４月15日（月）には、新村お達者クラブにおいて「介護保険

の利用の仕方」を職員手作りの紙芝居を交えて実施したところ、

「非常にわかりやすかった」「ユニークで楽しかった」など大変

好評をいただきました。

　講座を希望される団体等は、電話又は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。

・メニュー　校区社協活動に関すること、ボランティアに関することなど17のテーマがあります。

・対　　象　おおむね10人以上のグループ

・実施時間　１時間程度（原則として午前10時～午後８時まで。土、日、祝日も実施します。）

・費　　用　無料（ただし、会場の確保と設営、会場使用料などは、お申し込み者の方でご負担ください。）

・申込方法　申込書に必要事項を記入して、開催日の３週間前までにお申し込みください。

　　　　　　（郵送、FAX、直接申込のいずれか）

錦江台校区社協は11の町内会で組織されており、発足以来、

地域の皆様の福祉のために役立つことは、どのようなことだろう

かと、模索しながら活動しています。

そのような中、一昨年の12月、「高齢者と子供のふれあい活動」

として、地域の高齢者クラブを通じ「あいご会」に呼びかけても

らい、共同で「門松作り」を実施したところ、多くの方々が参加

され、大変喜んでいただきました。その後も継続して子育てサロンや、介護講習会、消費生活講習

会などを実施しています。今年度はこのほかに「高齢者のための交通教室」も取り入れたいと考え

ております。

様々な活動を取り入れて、住んでいて良かったと思える地域になるよう工夫していきたいと思います。

所在地：谷山中央７丁目33番17号（谷山支所から西へ約６００ｍ） 　電話：２６６－０２９４

【発足年月日】平成３年５月　【世　帯　数】2,897世帯

～錦江台校区社協～

～「社協の○○○について」にお答えします～

～谷山福祉館～地域福祉館の紹介

校 区 社 協 の 紹 介

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

社協出前講座とは

かごしま市社協だより　第112号

（5）



講座等のお知らせ
　高齢者福祉センターでは、皆様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、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（木）～８月21日（水）必着（与次郎の熟年アカデミー講座は８月15日まで）
◆　対 象 者　市内にお住まいの65歳以上の方 ◆　受 講 料　無料（但し、教材費等は実費負担）

高齢者福祉センター桜島
講　　座　　名 日　時　等 開講日 定員 期　　間　　等

楽しいグラウンドゴルフ
 （全10回）

毎月10日・20日
9：00 ～ 10：30 ９月10日 30 ◆期　間　平成25年９月～ 26年２月

　　　　（12月休み）

楽しいエコクラフト作品作り
 （全10回）

第１・３火曜日
10：00 ～ 11：30 ９月３日 15

いきいき健康体操 （全10回） 第２・４水曜日
10：00 ～ 11：30 ９月11日 20

折紙教室 （全10回） 第１・３火曜日
13：30 ～ 15：00 ９月３日 15

（お問い合わせ・お申し込み）〒891-1419　桜島横山町1722-17
鹿児島市高齢者福祉センター桜島　電話293-2951

「エコクラフト作品作り講座」の様子

高齢者福祉センター谷山
講　　座　　名 日　時　等 開講日 定員 期　　間　　等

初心者のための絵手紙講座
（全10回）

第２・４火曜日
10：00 ～ 11：30 ９月10日 20 ◆期　間　平成25年９月～ 26年１月

初心者のための
フットセラピー講座 （全10回）

第２・４火曜日
14：00 ～ 15：30 ９月10日 20

初心者のためのタブレット
（情報端末）講座 （全10回）
※タブレット所持者優先

第２・４木曜日
10：00 ～ 11：30 ９月12日 15

元気いきいき体操教室
（全10回）

第１・３金曜日
10：00 ～ 11：30 ９月６日 30

（お問い合わせ・お申し込み）〒891-0116　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

「フットセラピー講座」の様子

高齢者福祉センター吉野
講　　座　　名 日　時　等 開講日 定員 期　　間　　等

切り絵入門 （全10回） 第２・４火曜日
10：00 ～ 11：30 ９月10日 15 ◆期　間　平成25年９月～ 26年１月

健康体操エンジョイ貯筋
 （全８回）

第２・４火曜日
14：00 ～ 15：30 ９月10日 25

楽しい手芸 （全10回） 第２・４水曜日
9：30 ～ 11：00 ９月11日 15

高齢者のパソコン基礎
 （全10回）

第２・４金曜日
10：30 ～ 12：00 ９月13日 15

はじめての太極拳 （全10回） 第２・４金曜日
13：30 ～ 15：00 ９月13日 20

（お問い合わせ・お申し込み）〒892-0871　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

「健康体操エンジョイ貯筋講座」の様子
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平成２５年度　市社協会員募集中

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

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

高齢者福祉センター郡山
講　　座　　名 日　時　等 開講日 定員 期　　間　　等

やさしい手話入門 （全10回） 第２・４土曜日
10：00 ～ 12：00 ９月14日 20 ◆期　間　平成25年９月～ 26年１月

おとこの料理入門 （全10回） 第２・４水曜日
10：00 ～ 12：30 ９月11日 15

楽しいハーモニカ入門
（全10回）

第２・４火曜日
10：00 ～ 11：30 ９月10日 20

歌うなつメロ歌謡入門
（全10回）

第２・４火曜日
13：30 ～ 15：00 ９月10日 30

会員区分 対　　象 会費（年額：１口）

一 般 会 員 職場・地域などの個人の方 １，０００円

特 別 会 員
職場・地域などの個人の方、並びに社会福祉関係機関・施設・
団体と、その役職員の方

２，０００円

法 人 会 員
会社・事業所等の法人

５，０００円

法人特別会員 １０，０００円

どうぞ複数口のご加入をお願いします。

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

（お問い合わせ・お申し込み）〒890-0062　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

（お問い合わせ）総務課財務係　電話：221-6070

「ハーモニカ

入門講座」

の様子

◆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25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、

　　　　　　　電話番号を記入し、お申し込みください。

◇申込期間　　８月１日（木）～８月15日（木）必着

　高齢者の皆様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。

　市社協では、「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」を目指し、地域での福祉活動の推進

やボランティア活動の支援など様々な事業を実施しています。

　皆さんも是非、社協会員になっていただき「福祉のまちづくり」にご参加ください。

歴史講話「薩摩藩の財政改革」

の様子
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社協本部受付　　　國分　文子　　　様
市役所分室受付　　松下　新一郎　　様　　　北之園　初男　様　　　池之上　節子　様
吉田支部受付　　　山之内　イツエ　様　　　安田　マサ子　様　　　左近充　光明　様
喜入支部受付　　　川畑　猛　　　　様
松元支部受付　　　丸田　美智子　　様　　　西村　洋　　　様　　　石田　孝仁　　様
郡山支部受付　　　𠮷永　成子　　　様

かすみ会　様　　　　　　　　　アイリング　様　　　　　鹿児島市木市振興会　様　　　NPO法人孫子老サービス　様
鹿児島市消防局厄払い会　様　　NPO法人小さな絆　様　　東横INN鹿児島天文館Ⅰ　様
東横INN鹿児島天文館Ⅱ　様　　東横INN鹿児島中央駅東口　様　　　　　　　　　　　東横INN鹿児島中央駅西口　様
高次脳機能障害「ぷらむ」鹿児島　様　　　㈱エーコープ鹿児島Ａコープ郡山店　様　　ボランティア・グループ夢一座　様
シルバー人材センター同好会希楽会　様　　NPO法人いきがい支援センターチロリン村　様

住友生命保険相互会社　様（車いす）

鹿児島市立清水小学校　様（書き損じハガキ）

郡山　昱郎　様（染色画）

【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。）

（車いす等の物品の寄付をお受けしています。）

有　馬　礼　子� 様
尾　前　民　子� 様
神　園　早　苗� 様
片ノ坂　勝　吉� 様
重　久　公　香� 様
浜　平　政　憲� 様
山　内　一　人� 様
横　山　真　理� 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
た方々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寄付は、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。

【一般寄付】（チャリティーやバザー、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 （平成25年２月１日～４月30日受付分）

（平成25年２月１日～４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、多くの市民の皆様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。

㈳鹿児島市母子寡婦福祉会　　㈲桜島清掃社

㈲イヤダニ工務店　　NPO法人鹿児島市精神保健福祉推進の会かれん鹿児島
隆仁会

【法人特別会員】

【 法 人 会 員 】

法人特別会員・法人会員のご紹介

鹿児島市勤労女性センター友の会　様 光山町内会青壮年部会　様

鹿児島市立武小学校　様
（車いす）

鹿児島県グラウンド・ゴルフ協会　様
（カラオケシステム一式）
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