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共同募金（赤い羽根募金）運動へのご協力のお願い

　市民の皆様には、かねてから共同募金運動に対しまして、あたたかいご支援、ご協力を賜り、誠にありが

とうございます。

　県共同募金会鹿児島市支会は７月１日に、県共同募金会鹿児島市共同募金委員会に移行いたしました。

　これは、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ようなしくみと

したものです。皆様には、共同募金をより身近に感じていただきたいと考えております。

　さて、今年も全国一斉に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行われます。
平成24年度は、多くの方々のあたたかい善意により前年度を上回る6,526万円もの多くの募金が寄せられま
した。ご協力いただいた皆様に心からお礼申し上げます。

　皆様から寄せられました募金は、市社協が行う地域福祉を推進するための事業や、町内会等の新安心・安

全福祉のまちづくり支援事業、社会福祉施設の施設整備、ボランティア団体等が行う福祉活動の支援、そし

て、在宅で寝たきりの高齢者の皆さんへの年末見舞品の贈呈など、市民の福祉向上のために有効に活用され

ています。

　詳しくは、この社協だよりでご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。

　今年度も、皆様のあたたかい善意をお寄せくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

鹿児島市共同募金委員会　会長　大平　和久
（鹿児島市社会福祉協議会会長）

目　　　次

街頭での募金活動の様子
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共同募金
65,261 千円

共同募金の使われ方

募金総額　65,261,073円

※ A～ Cの内訳は次ページに記載しています。

県共同募金会が県内広域課題の解決

や災害等準備金積立金等に使うもの

 22,314千円（34.2％）

　　県共同募金会から市社協に助成

され、市社協の事業として実施する

もの  33,343千円（51.1％）
（校区社協や福祉団体等への助成）

　　県共同募金会から市内の福祉施

設や町内会等に直接助成されるもの

（新安心・安全福祉のまちづくり支

援事業等） 5,786千円（8.9％）

　　市社協が歳末たすけあい募金の

助成金として実施するもの

 3,818千円（5.8％）
（寝たきり高齢者や重度中度障害児

への年末見舞品（金）贈呈事業等）

（単位：円）

募金種別 一般募金
歳末たすけあい

募金
24年度合計 23年度の募金額 対前年度増減

①戸 別 募 金 45,295,169 － 45,295,169 46,097,428 △ 802,259

②街 頭 募 金 2,264,261 2,337,195 4,601,456 4,158,866 442,590

③法 人 募 金 8,483,744 335,507 8,819,251 8,633,370 185,881

④学 校 募 金 1,392,779 819,070 2,211,849 2,071,149 140,700 

⑤職 域 募 金 2,420,496 177,668 2,598,164 2,808,042 △ 209,878

⑥その他募金 1,587,520 147,664 1,735,184 1,476,753 258,431

合　計 61,443,969 3,817,104 65,261,073 65,245,608 15,465

※その他募金については、老人クラブ、ボランティア団体及び店舗等に募金箱の設置依頼をし、ご協力いただいた募金などです

　「じぶんの町を良くするしくみ」としての共同募金は、募金総額のうち約65％は鹿児島市内で活用さ

れ、残りの約35％は、県共募が県内広域課題の解決等のために広域助成として使われています。

平成24年度 共同募金運動の報告

募金

（65,261 千円） （33,343 千円）

（33,343 千円）

（9,604 千円）

県共募の広域助成
（22,314 千円）

平
成
24
年
度
の
募
金
の
流
れ

市社協助成

助成

　　
全
額

納
入

助
成
金

送
金

（県共同募金会鹿児島市支会）

（県共同募金会）
理事会・評議員会（決定）
配分委員会（審査）

（2,336 千円）福祉施設等

（3,450 千円）町内会

（3,818 千円）歳末たすけあい

A

B
C

県共同募金会の
広域助成

市内で使われるもの
42,947千円
（65.8％）
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　大英自治会は高齢者が多く、普段から座るのに不自由し、欲しい

と思っていたテーブル、ベンチ等が赤い羽根共同募金から助成され、

楽しいふれあい活動や様々な自治会事業ができるようになりました。

特に、敬老会などの行事では、全員腰掛けて、ゆっくりと過ごせる

こととなり、大変ありがたく、嬉しく思っております。

　この感謝の気持ちを胸に、今後も赤い羽根共同募金運動に積極的

に取り組んでまいります。

　募金にご協力いただいた皆さん、誠にありがとうございました。

ありがとうのメッセージ

＜平成24年度分の募金額から、25年度に助成されるものの内訳＞
○　県共同募金会から鹿児島市内の福祉活動等に対する助成の総額� 計　42,947千円
A  県共同募金会から市社協に助成され、市社協の事業として実施するもの・・・33,343千円

地域福祉育成・援助活動費 24,546千円
・校区社協活動助成事業 12,258
・校区社協連絡協議会運営事業 500
・町内会等への地域福祉活動助成事業 5,200
・社協広報事業 900
・福祉功労者表彰事業 400
・市民生委員児童委員協議会へ助成 900
・地区民生委員児童委員協議会へ助成 430
・鹿児島保護区保護司会へ助成 180
・市更生保護女性会へ助成 120
・認知症の人と家族の会鹿児島県支部へ助成 50
・大会開催費助成（福祉団体等） 20
・わくわく福祉交流フェア事業（市と共催） 1,000
・災害見舞品支給事業 49
・移送援護事業 39
・地域福祉活動計画推進事業 1,000
・みんなでつくる絆交流事業 1,500

児童福祉・ふれあい子育てサロン活動支援 3,797千円
・ふれあい・子育てサロン事業 2,100
・ボランティア推進校支援事業 1,447
・市母子寡婦福祉会へ助成 150
・交通遺児等（小・中・高）入学祝い金贈呈事業 100

高齢者福祉活動費 4,000千円
・単位老人クラブへ助成 3,100
・市老人クラブ連合会へ助成 200
・高齢者安全杖有償提供事業 700

障害者福祉活動費 1,000千円
・市身体障害者福祉協会へ助成 150
・市視覚障害者協会へ助成 50
・市聴覚障害者協会へ助成 50
・市手をつなぐ育成会へ助成 720
・エンゼル聴導犬協会へ助成 30

B  県共同募金会から市内の福祉施設や町内会等に直接助成されるもの・・・5,786千円

社会福祉施設整備事業（２団体） 1,480千円
・たけのこ保育園 480
・桜島保育園 1,000

地域福祉活動支援（公募）事業（３団体） 856千円
・NPO法人 県自閉症協会 256
・NPO 法人 日本から HTLV ウイルスをなくす会 300
・スペシャルオリンピックス日本・鹿児島 300

新安心・安全福祉のまちづくり支援事業〔公民館のバリアフリー化や備品（机・エアコン等）整備〕20団体　3,450千円

・大川内町内会 95
・三友会 95
・伊敷脇田地区町内会 258
・二本松公民館 56
・東塩屋町内会 95
・西菖蒲谷町内会 285
・久保山下自治会 95

・宇宿町下二町内会 255
・辻之堂後町内会 95
・田上団地町内会 285
・伊敷台中央町内会 270
・伊敷町仮屋町内会 285
・薬師堂町内会 285
・荒磯町内会 95

・西部第三町内会 95
・玉利町内会 92
・新村下自治公民館 49
・武町内会 285
・永吉町内会 285
・大英自治会 95

C  市社協が歳末たすけあい募金の助成金として実施するもの（H24.12実施）・・・3,818千円

・在宅で寝たきりの高齢者への年末見舞品の贈呈 2,020
・在宅重度中度心身障害児（１級・２級）への年末見舞金の贈呈 1,798

大英自治会（東俣町）（テーブル・いす・ベンチ整備）
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共同募金被表彰者等のご紹介

・中央共同募金会会長感謝楯
横山　茂彦　　　鹿児島市民生委員児童委員協議会
・中央共同募金会会長感謝状
鹿児島市社会福祉協議会役職員一同
・鹿児島県知事表彰
牛島　久仁孝　　米盛　孝一　　荒田二丁目町内会
稲荷町町内会
・鹿児島県共同募金会会長表彰
秋元　茂行　　　七社町内会　　南郡元町内会
中ノ町町内会
・鹿児島県共同募金会会長感謝状
新　恵美子　　鹿児島荷役海陸運輸㈱　　㈱山形屋
㈱タイヨー　　㈱マツオ　　三洋工機㈱
㈱ハートメディカル　　㈱西原商会　　㈱鹿児島銀行
㈱南日本銀行　　鹿児島信用金庫
鹿児島相互信用金庫　　鹿児島興業信用金庫
㈲宮永企業　　高島屋開発㈱　　九州電力㈱鹿児島支社
㈶鹿児島共済会南風病院　　鹿児島市管工事協同組合
㈳鹿児島県建築協会　　㈳鹿児島県建設業協会
㈶鹿児島県農協役職員共済会� （右上につづく）

ゆうかり�ゆうかり学園
鹿児島市松元地区老人クラブ連絡協議会
鹿児島市郡山地区老人クラブ協議会
㈳鹿児島県ビルメンテナンス協会　　
㈳鹿児島県建設業協会鹿児島支部　　西紫原小学校
鶴丸高等学校　　鹿児島中央高等学校
鹿児島実業高等学校　　樟南高等学校
鹿児島純心女子高等学校　　鹿児島県庁職員一同
鹿児島市役所職員一同　
・鹿児島市社会福祉功労者感謝状
秋元　茂行　　西清見町内会　　坂之上西町内会
千年二丁目町内会　　中間町内会　　大川内町内会
西菖蒲谷町内会　　桟敷原自治公民館　　玉利町内会
春日町町内会　　上床自治公民館　　吉野町上之原町内会
城山団地南部町内会
・鹿児島市社会福祉協議会福祉功労者表彰
武岡地区民生委員児童委員協議会
・鹿児島市社会福祉協議会福祉功労者感謝状
東麓下町内会　　瀬々串上集落　　竹迫団地町内会
一丁田町内会　　入佐地域町内会　　原良城西町内会

平成24年度、共同募金運動で多大な実績をあげられた団体・個人に表彰状・感謝状が贈られました。

心からお祝いと感謝を申し上げます。 （敬称略・順不同）

　共同募金委員会では、東日本大震災の義援金を受け付けており、

これまで皆様からいただいた義援金は県共同募金会、中央共同募金

会を通じ被災された方々へ届けられております。

　ご協力くださいました皆様、誠にありがとうございます。

　これからも、窓口での受付や募金箱の設置を実施してまいります

ので、皆様のご協力をよろしくお願いします。

東日本大震災復興支援映画「エクレールお菓子放浪記」義援金を石巻市へ
　当社協の会長が市の上映実行委員会会長として福祉関係団体等に協力を呼びか

け、市内８か所で計５千人を超える方々に鑑賞していただきました。県全体では

３万14人で、全国では三重県に次いで２番目ということです。
　チケット代金の一部と当日会場で募金していただいた皆様の善意は、県全体で

200万円にのぼり、その義援金は「エクレール基金管理委員会」に寄付され、石
巻市に本年12月に竣工予定の「子どもセンター石巻」の運営資金として活用さ
れるとのことです。皆様のご協力により、鹿児島から被災地の皆様にあたたかい

思いを届けるという目的が十分達成できました。誠にありがとうございました。

　県共同募金会鹿児島市支会は７月１日に鹿児島市共同募金委員会に移行しました。そして、運営委員会

において、新たな役員及び審査委員が選任されました。会長、副会長及び常任運営委員は次のとおりです。

会　長　大平　和久　　副会長　海江田　順三郎、米山　昭規、川畑　浩　　常任運営委員　新地　茂樹

（赤い羽根共同募金に関するお問い合わせ）

鹿児島県共同募金会鹿児島市共同募金委員会　電話 ２２１－６０７３

−東日本大震災義援金−

現在も温かい善意が寄せられています

立正佼成会鹿児島教会様からの義援金贈呈

県の上映推進委員会から上映
の協力に対し、感謝状をいた
だきました
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高齢者いきいきポイント推進事業
　平成25年度からの市の新規事業で、社協のボランティアセンターが、業務の一部
を受託します。

１．事業の目的

鹿児島市は、元気な高齢者の方々が、健康診査の受診や介護保険施設でボランティア活動を行うこ

とにより、社会参加や生きがいづくりを促進するとともに、介護予防を推進することを目的とした

「高齢者いきいきポイント推進事業」を８月から始められました。

２．事業の内容

鹿児島市と社協が実施する説明会に参加していただいて、「いきいき高齢者」として登録された方

には、特定健診・長寿健診の受診や鹿児島市の指定した介護保険施設でボランティア活動を行うとポ

イントが付与され、貯まったポイントを費用弁償として交付金に転換することができます。

ボランティア活動のきっかけづくりとなるよい機会ですので、ぜひご参加ください。

高齢者いきいきポイント推進事業　フロー図

対象者

65歳以上の鹿児島市民（介護保険の第１号被保険者）で、要介護・要支援認定を受けていない方

登録説明会（平成25年8月から）

ポイント転換の手続き（平成26年2、3月）

対象となる活動

登録説明会を受講していただき、

「いきいき高齢者」として登録

　  （いきいき手帳の配布）

活動実績に応じてポイントを付与します。

　○健康診査の受診

　　2ポイント（年1回）

　○介護保険施設でのボランティア活動

　　1時間ごとに1ポイント（1日上限2ポイント）

　※1年間の付与ポイント上限は50ポイントです

○1ポイント＝100円、年間上限5,000円の交付金に転換（口座振込）

○ポイントは翌年度まで有効

①
登
録

③
転
換

②活動

（お問い合わせ先）・市長寿支援課　電話 216－1186　・市社協ボランティアセンター　電話 221－6072
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谷山北福祉館は、平成元年４月に開館し、今年で25年目を迎

えます。

周辺の地域は、建築ラッシュで住宅化が進んでおりますが、館

は青々とした丘陵に囲まれ、緑豊かで静かな場所にあります。

最近では、趣味活動の他に福祉館サロン（愛称：いろりばたサ

ロン）や町内会の各種会合、児童生徒の保護者の方々等による地

域交流の利用が増えるなど、活気づいております。

今後も、地域の交流の場や福祉活動の拠点として、また、ボランティア活動の支援や福祉相談の

実施など、利用しやすい館の運営に努めてまいりますので、皆様のご利用をお待ちしております。

　「第２回わくわく福祉交流フェア」は、今年も市

と共催で開催いたします。このイベントは、児童・

生徒、高齢者、障害者、ボランティアなど多くの市

民のほか福祉施設、関係団体等の皆さんが参加し、

多彩な催しを通して相互交流するなかで、ボラン

ティア活動や福祉交流を広げることを目的として実

施するものです。皆様のご来場を心からお待ちして

います。

日　時：平成25年11月10日（日）10時～ 15時

場　所：中央公園及びその周辺

内　容：ステージイベント、福祉団体やボランティア団体の活動掲示、バザー、模擬店等

草牟田校区社協は、５町内会（草牟田、新照院、玉里、城

山南部、城山北部）で構成され、子育てサロン事業、聾学校

との交流、講話の開催、介護講習会、福祉施設研修などを、

４つの専門部の部会を中心に、皆で情報を共有しながら実施

しております。

広報紙「ふくし草牟田」は年１回発行し、今回25号に達

しました。互いにふれあい、寄り添いながら、安心して暮ら

せる福祉のまちづくりを目指しております。今後も工夫し、

地域の方々がともに支えあう校区社協にしていきたいと思います。

所在地：山田町２０３４番地（谷山北中隣り） 　電話：２６４－４８１６

【発足年月日】昭和45年２月　【世　帯　数】3,310世帯

～草牟田校区社協～

第２回　わくわく福祉交流フェア（鹿児島市と共催）
～つなげる つながる こころのふれあい～

～谷山北福祉館～地域福祉館の紹介

校 区 社 協 の 紹 介

子育てサロンの様子

いろりばたサロンの様子
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施設からのお知らせ
○吉田福祉センター　～教養講座受講生募集～
講座名 内　容 日　時 申込期間 定員 対象者・受講料など

陶芸教室
「世界に一つだけの
器づくり」

11月13日・27日
9：30 ～ 12：00
（２回講座）

10/1
～
10/25

20人
（超えた場合は抽選）

◆市内居住の方を対象
◆受講料は無料
（教材費等は受講者負担）

※電話か FAX（住所・電話番号・氏名・年齢・電話番号を記載）でお申し込みください。

○心身障害者総合福祉センター　～第3期身体障害者パソコン講座受講生募集～
コース名 受講日 時間 対象者・受講料など

①肢体不自由者・内部障
害者年賀状作成（ゆっ
くり）コース

10/20 ～ 11/24
毎週日曜日（全５回）

10：00～12：00
内　容：年賀状作成の方法、パソコン操作の基本等
対　象：市内居住で18歳以上の身障者手帳所持者

①②③の講座→基本操作（文字入力）の
できる方。④の講座→パソコンに興味
のある方

定　員：各コース６人（超えた場合は抽選）
受講料：無料　募集期間：10/1 ～ 10/17

②肢体不自由者・内部障
害者年賀状作成（こだ
わり）コース

10/22 ～ 11/19
毎週火曜日（全５回）

18：30～20：30

③聴覚障害者年賀状作成
（ゆっくり）コース

10/31 ～ 11/28
毎週木曜日（全５回）

18：30～20：30

④視覚障害者パソコン基
礎コース

10/20 ～ 11/24
毎週日曜日（全５回）

14：00～16：00

（お申込 ･お問い合わせ）　〒891－1303　本城町1687－2
　　　　　　　　　　　　　吉田福祉センター　電話294－1825　FAX294－4701

（お申込・お問い合わせ）〒890－0067
真砂本町58－30 心身障害者総合福祉センター
（ゆうあい館）電話252－7900　FAX253－5332

（平成25年５月１日～７月15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。

愛育会愛育病院　　阿久根建設㈱　　旭交通㈱　　㈱アジア技術コンサルタンツ　　㈱荒川商店　　㈲有田産業
㈱エーコープ鹿児島　　㈱江藤建設工業　　㈶鹿児島共済会　　㈱鹿児島銀行　　㈶鹿児島県農協役職員共済会
㈳鹿児島県公共嘱託登記土地家屋調査士協会　　鹿児島興業信用組合　　鹿児島酸素㈱　　鹿児島信用金庫　　鹿児島製茶㈱
鹿児島相互信用金庫　　 徳洲会鹿児島徳洲会病院　　鹿児島土木設計㈱　　鹿児島米穀㈱　　㈱鹿大丸　　㈱桂造園
㈻原田学園　　㈱木落建設　　 敬愛会中江病院　　こうかき建設㈱　　坂本建設㈱　　五月産業㈱　　 参天会　　三洋工機㈱
慈圭会八反丸病院　　 柴心会内科柴田病院　　 潤愛会鮫島病院　　新谷緑化㈱　　㈱新福衣料店　　 清泉会伊集院病院

積水ハウス㈱鹿児島支店　　㈱積善社　　第一建設㈱　　㈱大慶建設　　大福コンサルタント㈱　　㈲地球堂　　㈱鶴留建設
鶴丸会鶴丸歯科医院　　照国総合法律事務所　　 童仁会池田病院　　㈶東風会三船病院　　㈱冨迫組　　長島商事㈱
南国交通㈱　　㈱南防　　西内科・循環器科　　㈱西原商会九州　　日本ガス㈱　　日本ガスエネルギー㈱　　 浜友会浜田医院
㈱前田組　　㈲丸商　　丸福建設㈱　　㈱ミタデン　　㈱南日本銀行　　㈱南日本ビジネスサービス　　㈱南日本薬剤センター
持留製油㈱　　森税務会計事務所　　㈱森山（清）組　　㈱森山建設

【法人特別会員】

法人特別会員・法人会員のご紹介

㈱有迫組　　㈱アリマコーポレーション　　石井薬局㈱　　㈲イズミ商事　　 一誠会三宅病院　　㈲イヤダニ工務店
㈲内自動車商会　　内村建設㈱　　 永寿会永田外科　　㈱栄電社　　㈱エコロン　　オーケー電機㈱　　大脇総合法律事務所
㈱ガードシステム鹿児島　　㈱鹿児島環境測定分析センター　　㈶鹿児島県環境技術協会　　㈶鹿児島県勤労者福祉基金協会
鹿児島県経営者協会　　㈱鹿児島建設新聞　　鹿児島県木材銘木市場協同組合　　鹿児島青果㈱　　鹿児島中央ビルディング㈱
鹿児島ビル不動産㈱　　㈶鹿児島まちづくり土地区画整理協会　　鹿児島南警察署　　㈲カバンのヒグチ　　㈱川北電工
㈱川崎塗料　　観光自動車㈱　　喜入町農産加工組合　　 喜望会　　㈶九州電気保安協会鹿児島支部　　
九州労働金庫鹿児島県本部　　共栄火災海上保険㈱南九州支店　　㈱共進組　　錦江建設㈱　　錦江プラスチック㈱　　最勝寺内科
薩南㈱　　三州製茶㈱　　㈱三反田設計　　三和食品㈱　　 司誠会野上病院　　 春和会　　㈱常電　　城山観光㈱
信愛会前田内科消化器科　　新生冷熱工業㈱　　㈱スズキ自販鹿児島　　㈱誠電社　　㈱ゼネラルエンヂニヤリング
㈱センコウ　　大成空調㈱　　大徳水道㈱　　㈱タイムリー　　高島屋開発㈱　　竹之内穀類産業㈱　　谷口開発興業㈲
中央建設㈱　　㈱中央電子　　 常清会尾辻病院　　帝国倉庫運輸㈱　　東海東京証券㈱鹿児島支店　　トヨタカローラ鹿児島㈱
南国殖産㈱　　南国輸送㈱　　㈱南電工　　㈲西山建設　　日通鹿児島運輸㈱　　㈱日本電業社　　ネッツトヨタ鹿児島㈱
㈱ハダ工芸社　　㈲福満白蟻　　福元医院　　㈱舞研　　㈱別府釣具　　㈱マサミ　　㈲増田土木　　㈱松葉電設
聖寿会松元通所介護事業所　　㈲丸徳産業　　南九州日野自動車㈱　　㈱南日本新聞社　　㈲南日本新聞東紫原販売所

吉野病院　　㈱メルヘンスポーツ　　㈱森山肇組　　㈲山田産業　　㈱悠善社　　
友心会福元クリニック　　㈱横村電機

【 法 人 会 員 】
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社協本部受付　　　内山　道子　　様
市役所分室受付　　弓削　昭雄　　様　　　今村　チヨ子　様
　　　　　　　　　濵田　マリ子　様　　　戸川　照子　　様
　　　　　　　　　宇都　優子　　様　　　園田　和江　　様
吉田支部受付　　　桑波田　勝　　様　　　前田　知治　　様
　　　　　　　　　税所　ツユ　　様　　　出水　艶子　　様
松元支部受付　　　大河平　礼子　様　　　有村　玲子　　様
　　　　　　　　　有馬　至　　　様　　　益山　美智子　様
郡山支部受付　　　上野　友子　　様　　　田中　世志　　様

有馬　礼子　様
浜平　政憲　様
尾前　民子　様
横山　真理　様
川路　悦子　様
正　建二郎　様

徳留　薫　様　　　山内　一人　様　　　吉野東地区民生委員児童委員協議会　様　　　さつまひょっとこ会　様
鹿児島市老連田上上区長寿会　様　　　ボランティアクラブ百舟花　様

鹿児島県茶商業協同組合　様（お茶25㎏）
松﨑　陽子　様

【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。）

　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５月１日～７月31日受付分）

　この度、鹿児島市社会福祉協議会の副会長を拝命いたしました。

　女性では、初めてのことだと聞いていますが、大変な役を引き

受けたと思っています。

　かつて、40歳にして福祉に関わる仕事をしたいと思っていた私

でしたが、地域を知りたいと情報誌「マイタウンよしの」の発行

を始めました。それは、私を地域にどっぷり浸らせるものでした。

　その後、人と人をつなぐ仕事へと転化していきました。その根

底には福祉があり、地域の課題やニーズに応えたいと動いている

私がいました。これからさらに地域福祉を構築していくことは、

多種多様化の社会の中で様々な課題解決につながり、福祉活動は大いに社会教育性を育み、コミュニ

ティの形成に位置づけられるものと思います。

　微力ながら一助となるよう研鑽して務めてまいりたいと存じます。

　７月12日の理事会において、永山惠子理事（ＮＰＯ法人地域サポートよしのねぎぼうず理事長）が副

会長に就任されましたので、ご紹介いたします。

副会長に永山理事就任

○（マル）の会　様

鹿児島県太極拳連盟　様

錦翔流大正琴家元�錦翔雅紫苑　様

極真会館　鹿児島県支部　様

翔舞会　様

藤扇流秀祐会　様

鹿児島市勤労青少年ホーム利用者友の会　様
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