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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ますが、このような時
にこそ、人と人とのつながりや支え合い、助け合いの気持ちが醸成されていくような、きめ
細やかな地域福祉活動を推進することが求められています。

　市社協は、「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」を福祉目標に掲げて様々な
事業を展開しておりますが、現在の地域福祉活動計画が平成25年度で終了するにあたり、本年３月には次
の26年度から５か年間の「第３次地域福祉活動計画」を策定し、地域が抱える福祉課題の解決に向けて更
に積極的に取り組んでまいりたいと存じます。
　皆様には、市社協の運営や赤い羽根共同募金運動等、今後ともご協力とご支援を賜りますよう、何とぞよ
ろしくお願い申し上げます。
　年頭にあたり、皆様のご健康と幸多い年でありますことをお祈り申し上げ、新年のごあいさつといたします。
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（お問い合わせ）ボランティアセンター　２２１－６０７２�

第２回 わくわく福祉交流フェアの開催 －２万９千人が来場－

ボランティア推進校表彰式　 －優れた活動の25校を表彰－

賞 学　校　名 主な活動の内容

最優秀賞 鹿児島純心女子高等学校
　東日本大震災の被災地での災

害ボランティア活動、清掃活動

優�秀�賞

鴨池小学校
　各種募金活動、リサイクル活

動、高齢者・障害者福祉施設等

での交流活動、交通安全活動、

桜島火山爆発総合防災訓練での

緊急炊き出し訓練、献血の呼び

かけ、地域清掃活動

清和小学校

桜島中学校

鹿児島女子高等学校

鹿児島中央高等学校

樟南高等学校

一般表彰

石谷小、犬迫小、鹿児島三育小、西陵小、瀬々串小、

大明丘小、大龍小、玉江小、西伊敷小、東桜島小、宮小、

鴨池中、郡山中、谷山中、開陽高、鹿児島情報高、

鹿児島中央高、樟南高

　11月10日（日）に、中央公園をはじめ、中央公民館、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を会場

に鹿児島市との共催による「第２回わくわく福祉交流フェア」

を開催しました。

　当日は午前中小雨にも関わらず、約２万９千人もの多くの皆

様が来場されました。

　第２回目となる今回は、「つながるハート　こころでふれあ

う　わくわく福祉交流フェア」をテーマに、芸能や音楽の発表、

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を通して、多く

の市民の皆様と福祉施設や関係団体との交流が図られ、福祉や

ボランティア活動への理解が深まりました。

　わくわく福祉交流フェアでは、今回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25校を表彰しました。中でも、優れた活動を行っている７校を特別に表彰し、また、鴨

池小など４校に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に来場者も熱心に耳を傾けておられました。

ボランティア推進校とは…市社協では、市内の小・中・高校の児童、生徒の皆さんに、ボラン
ティア活動の体験を通して、社会奉仕・社会連帯の精神という「福祉の心」を育んでもらおうと、

ボランティア推進校を指定し、その活動が充実するよう支援しています。平成25年12月現在、小

学校73校、中学校35校、高校15校が推進校に指定されており、活発な活動が行われております。

雨も上がり芝生の上でくつろぐ来場者

表彰されるボランティア推進校の皆さん

いしき園太鼓クラブの演奏

活動発表をする鴨池小の児童
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　今回も、共同募金運動の一環である「歳末たすけあい運

動」に寄せられた市民の皆様からの募金と「NHK歳末たす

けあい」に寄せられた寄付金から、民生委員児童委員のご協

力のもと、65歳以上で在宅の寝たきりの高齢者へ見舞品を、

在宅の重度中度心身障害児へ見舞金を贈呈しました。

　見舞品（大判バスタオル）を手にされた寺園武彦さん

（稲荷町在住）は「市民の皆さんの善意から、このような贈

り物をいただいて大変嬉しく感謝しています。大切に使わせ

ていただきます。」と、とても喜んでおられました。

65歳以上で在宅の寝たきりの高齢者 在宅の重度中度心身障害児

人　　数 １，９５４人 ５９２人

（お問い合わせ）ボランティアセンター　電話　２２１－６０７２

赤い羽根共同募金運動

　「高齢者いきいきポイント推進事業」とは、65歳以上の元気な高
齢者が、健康診査の受診や介護保険施設での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事業です。
　特定健診、長寿健診の受診や、鹿児島市の指定する介護保険施設
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
トを交付金に転換することができます。
　皆さんもぜひ参加してみませんか？
　参加する場合、「いきいき高齢者」として登録が必要です。市長寿
支援課、市社協ボランティアセンター及び各支部（吉田、桜島、喜入、
松元、郡山）で登録を受付けています。
　詳しい内容等は、下記までお気軽にお問い合わせください。

歳末たすけあいで寝たきりの高齢者の方々等にお見舞い

高齢者いきいきポイント推進事業に参加しませんか

　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、鹿児島市共同募金委員会でも共同募

金運動（戸別募金・街頭募金・法人募金・学校募金・職域募金

等）に取り組みました。

　街頭募金では、大変寒い中、民生委員児童委員や児童生徒、団

体の皆様に、ボランティアで募金活動に従事していただき、多く

の市民の皆様から善意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感謝申し上げます。

藤井民生委員児童委員から

見舞品を受け取る寺園さん

皆さんもボランティアを

してみませんか

出張登録説明会も実施中！
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ふれあい・子育てサロンとは？
　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、仲間作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やボランティアの皆様が協力して活動していますので、どなたでも気軽に参加できます。

● 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。

平成26年

（お問い合わせ）
地域福祉推進課
電話221-6071

～各校区社会福祉協議会が主催しています～

№ 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 ～ 宮竹 243-7179 中馬 244-4466

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３or ４金 10:00 ～ 元山 229-1574 大津 220-5102
5 坂元台 坂元台校区公民館 第２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 窪田 255-5339
9

城西

草牟田 草牟田町内会公民館 第２水 9:30 ～ 河野 239-2271 大川 223-6323
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 岩永 293-6468
12 西田 城西福祉館 第２火 10:30 ～ 福山 255-6268 市谷 250-4763
13 武 武岡・武岡台 武岡福祉館 第１金 10:00 ～ 橘木 281-0128 大石 282-0979
14

田上

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 ～ 森 275-4174 徳利 252-0563
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 ～ 政元 251-2453 池田 257-2911
18

鴨池

荒田 荒田１・２丁目公民館 第３水 10:00 ～ 外 256-5946 尾上 255-4306
19 八幡 八幡校区振興会第１公民館 第３or ４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 山口 229-1189
28

谷山

谷山 谷山福祉館 第２火 10:00 ～ 森 268-8722 野田 267-2941
29 西谷山 西谷山福祉館 第１火 14:00 ～ 柿本 269-0064 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 ～ 田之上 269-4411 金井 269-6152
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 ～ 川原 265-5652 上川 264-6190
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 田中 261-0629
39
吉田

本名 本名校区コミュニティセンター 第２水 10:00 ～ 朝倉 294-4828 祝迫 294-8270
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 森永 293-4431
43
松元

松元・東昌 松元公民館 第３水 10:00 ～ 新福 278-1841 馬込 278-2324
44 春山 馬場自治公民館 第２金 10:00 ～ 児島 278-3510 松岡 278-2637
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 若松 298-7950
47
喜入

喜入 善行寺 第４火 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
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　田上福祉館は平成５年４月に開館し、今年で21年目を迎えます。

　当福祉館は、田上小近くの田上橋交差点と、田上寺之下踏切の

真ん中あたりから少し南東に入った静かな住宅街の中にあります。

　趣味教養活動はもちろんのこと、地域の方々の交流の場として、

平成23年12月には福祉館サロン（愛称：ほっとサロン）を、平

成24年12月からは毎日サロン（愛称：かたいもんそ）も始まり、

多くの方々にご利用いただいています。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、親しみやすい館

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います。

郡山地域校区社会福祉協議会の見守り活動について
　郡山地域は市内でも高齢化率が高く、１人暮らしの高齢者などが

年々増加しています。このため、緊急時の迅速な見守り対応で、安

心して暮らせる環境を整えるため、郡山地域の全世帯を対象とした

命の安心カード（情報キット）と70歳以上を対象とした安心カー

ドづくりを、郡山地域校区社協が中心になって取り組んでいます。

命の安心カード
（情報キット）

カードに必要な情報を記載し、カプセルに入れ各家庭の冷蔵庫内に保管してお
き、緊急時に福祉推進員などが情報を活用します。

安心カード　携帯版カード（名刺大）に必要な情報を記載し、敬老パス等に入れ常時身に付けてお
いてもらい、緊急時には救助者などへすぐに情報提供ができることになります。

　これらの取組みにより、急病や事故などの緊急時に家族・地域・消防・警察への情報提供や迅速

な連携が図られ、地域に住む市民の命を守る活動の充実につながっています。

　吉野校区社協は、平成18年４月に吉野地域社協から分離して発足し

ました。４つの部会（高齢者・障害者・児童・広報）で構成され、町内

会加入促進運動など活発に活動しています。

　地域の88歳以上の高齢者に園児の描いた年賀状を贈る活動を行ってい

ますが、園児や民生委員児童委員の皆さんの協力で心温まる交流が行わ

れ、大変喜ばれています。子育てサロンは、大明丘校区社協と共催で実

施しており、運動会など楽しいプログラムがいっぱいあります。

　「福祉とはみんなが幸せになること」を念頭に、みんなが安心して暮

らせる福祉のまちづくりを目指して頑張っています。

所在地：田上１丁目２９番９号（田上橋交差点近く）　電話：２５９－７５５７

【発足年月日】平成18年４月　【世　帯　数】1,958世帯

～ 田上福祉館～

～郡山支部～

地域福祉館の紹介

支 部 だ よ り

～吉野校区社協～校 区 社 協 の 紹 介

　市社協では、「見守り活動の手引き」を作成するなど、地域の実情にあわせた見守り
活動を行うことができるよう支援しております。
（お問い合わせ）郡山支部　２９８－２２７８　地域福祉推進課　２２１－６０７１

子どもと高齢者のふれあい交流会の様子

（田上校区社協と共催）

命の安全カード（情報キット）と安心カード（右）

高齢者に年賀状を書く園児と

その作品

かごしま市社協だより　第114号

（5）



施設からのお知らせ

高齢者福祉センター郡山　～ふれあい教室生募集～
教　　室　　名 開 催 日 時 定員 対象者・受講料など

①ふくれ菓子づくり ２月６日（木）
13：30 ～ 15：00 15 ◆対象者　市内に住む65歳以上の方

◆受講料　無料
　　　　　（①②の材料費は受講者負担）
◆募集期間　１月21日から随時
◆申込方法　電話（定員になり次第締切）

②あずっかんづくり ３月６日（木）
13：30 ～ 15：00 15

③春のやさいづくり
（葉・果菜類の土づくり・苗づくり）

２月27日（木）
13：30 ～ 15：00 20

④春のやさいづくり
（葉・果菜類の植付け・栽培管理）

３月27日（木）
13：30 ～ 15：00 20

※　毎月第３火曜日（10時～ 15時）はふれあいの日として、軽スポーツ体験やビデオ鑑賞のほか入浴
もできます。ご参加お待ちしています。（定員20人、参加費無料、電話申込）

地域活動支援センターゆうあい館　～講座生募集～
講　　座　　名 開 講 日 時 定員 対象者・受講料など

舞踊講座 第１・３土曜日 10：00 ～ 15：00 20 ◆対象者　市内に住む18歳以上の
　　　　　身体障害者手帳等を持つ方
◆受講料　無料（材料費が必要な講座有）
◆募集期間　随時
◆申込方法　窓口（定員になり次第締切）

大正琴講座 第２・４土曜日 10：00 ～ 12：00 20

茶道講座 第１・３火曜日 10：30 ～ 12：30 20

フラダンス講座 第２・４金曜日 13：00 ～ 15：00 20

太極拳講座 第１・３土曜日 13：30 ～ 15：30 20

卓球バレー講座 Ｂ 第１・３木曜日 13：30 ～ 15：30 30

（お問い合わせ）
〒891-1105　郡山町176
高齢者福祉センター郡山　電話298-2278

（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　電話252-7900

（お問い合わせ）〒890-0062　与次郎1-10-6
高齢者デイサービスセンター与次郎　電話250-3311

　10月６日（日）に、開館６周年を記念して「第６回生きがいと

ふれあいの祭り」を開催しました。

　当センターの自主講座生及び利用者など、団体・個人合わせて

26組・245名の方々に、日頃の練習の成果をご披露いただきました。

　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、墨絵）を展示して、皆様方に鑑賞していただきました。

　今後とも、利用者の皆様方が、気持ちよく喜んでご利用いただき

ますよう、７年目のセンター運営に努めてまいります。

　デイサービスセンター与次郎は、介護保険の認定を受けている方

が利用できる「通所介護施設」です。

　このたび「ウォーターベッドマッサージ器」を導入しました。「全

身の筋肉をほぐし、リラックスできる」と、大好評です。従来のも

のとは違い、船酔い現象も改善された新型を使用しています。その

他にも、様々な行事や天然温泉、おいしい昼食も魅力です。新規の

利用者を募集しています。お気軽にお問い合わせください。

高齢者福祉センター吉野　～第6回生きがいとふれあいの祭りを開催～

高齢者デイサービスセンター与次郎　～新規利用者募集～

吉野詩吟同好会の発表の様子
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（お問い合わせ）〒892-0803　祗園之洲町1-2
福祉コミュニティセンター　電話�248-1200

（平成25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　　アイテック㈱　　㈱アイテム　　㈱アクトリー　　鮎川建設㈱　　㈱有村屋　　㈱イースト朝日　　
㈻池田学園　　石原産業㈱　　石丸製麺㈲　　 伊敷福祉会伊敷保育園　　㈱イタヤマ事務機　　㈲一番堂ハンヤ　　㈱江口土木
㈱エムティビルサービス　　㈱大迫組　　 落穂会　　 落穂会あさひが丘学園　　 落穂会障害者支援施設あさひが丘　　
落穂会地域生活支援センターあさひが丘　　㈱オンリーワン　　介護老人保健施設さくらんぼ　　かごしま環境サービス㈱　　
鹿児島県医師会　　㈳鹿児島県建築協会　　鹿児島県美容生活衛生同業組合　　鹿児島市管工事協同組合　　鹿児島くみあい食品㈱
㈳鹿児島県建設業協会鹿児島支部　　㈳鹿児島県歯科医師会　　㈶鹿児島県民総合保健センター　　鹿児島市医師会　　
㈳鹿児島市歯科医師会　　 鹿児島市手をつなぐ育成会　　鹿児島自動車工業協同組合　　㈳鹿児島市薬剤師会　　
鹿児島市社会事業協会　　鹿児島酒造㈱　　㈳鹿児島市水族館公社　　㈳鹿児島精神衛生協会　　鹿児島ターミナルビル㈱
鹿児島トヨペット㈱　　 鹿児島虹の福祉会　　鹿児島ヤクルト販売㈱　　㈱鹿児島有恒社　　鹿児島ライオンズクラブ　　
㈲鹿児島ワンダー社　　㈱勝建設　　㈱上塘組　　上村石油ガス㈱　　 木村外科内科　　㈱九電工　　㈱九州工機　　
キョーエイエステック㈱　　協立商事㈱　　 玉昌会高田病院　旭生会　　グループホーム東谷山　　黒木写真館　　
ケービー食品㈱　　㈱健康の森　　㈱コーアガス日本　　㈱さくら会　　㈱サニット　　㈱サニタリー　　
三楽会ほかぞのクリニック　　三洋ハウス㈱　　㈱ジェイテック　　JX日鉱日石石油基地㈱　　十文字工業㈱　　　　

㈱ジュンク堂書店　　㈱勝利商會　　情報機器販売㈱　　㈲昭栄工業　　 恕心会さめしま眼科　　㈲親和熱水研　　㈱新生組　　
㈱しんぷく　　㈲水交設備　　㈱昴　　 聖寿会　　セイカ食品㈱　　 草清会いいだクリニック　　�宗大覚寺保育園　　
忠建設工業㈱　　㈱中礼義肢製作所　　㈱知覧茶園　　天保山調剤薬局　　㈱東条設計　　㈱トータルハウジング　　
特別養護老人ホーム喜入の里　　㈲トップ商事　　南生建設㈱　　合名会社南邦商事　　㈱日建サービスセンター　日進印刷㈱　　
日本ガス住設㈱　　㈱野添組　　 浜田クリニック　　濱島印刷㈱　　㈻原田学園　　㈲久永二官橋　　㈱美創産業　　
㈱日立ソリューションズ西日本　　㈱フジヤマ　　㈱フタバ本店　　㈲渕上事務器　　㈱プランテムタナカ　　㈱文化社　　
㈱ベアーズセキュリティ　　㈱増田勇建設　　丸天建設㈱　　㈱Misumi　　㈱南九州ファミリーマート　　
㈱南日本情報処理センター　　㈱南日本総合サービス　　南鹿児島建設業協同組合　　 明輝会　　 恵会はっぴー園　　
㈱山形屋　　 力智会　　 隆成会隆成会病院　　 緑泉会　　 緑泉会リハビリテーション病院吉村

㈱アイオイ・プロフォート　　㈲アイム会計　　アイテップ㈱　　　㈲アクティブヒューマンライフ　　旭工業㈱　　
㈱あすなろ印刷　　㈲アリマ食品　　安楽電気㈱　　㈱イシタケ　　 猪鹿倉会パールランド病院　　㈱イシダハカリタナカ　　
井料メンタルクリニック　　㈱岩田組　　上山建設㈱　　 梅津整形外科医院　　うれし家　　尾家産業㈱　　㈱オートパーツ伊地知
桜岳会桜島苑　　岡元商店　　 落穂会旭福祉センター　　 落穂会第二旭福祉センター　　㈲お茶のさつき園　　
オリエント産業㈱南九州支店　　㈲海江田商店　　カクイ㈱　　影原保育園　　かこい特許商標事務所　㈱鹿児島カード　　
鹿児島寺岡オートドア㈱　　鹿児島日産自動車㈱　　鹿児島国際観光㈱　　㈱鹿児島視聴覚センター　　㈱鹿児島放送　　
鹿児島県土地改良事業団体連合会　　鹿児島商工会議所　　㈳鹿児島県環境保全協会　　㈲鹿児島車体工業所　　㈲鹿児島清掃　　

【法人特別会員】　年会費１口（10,000円）以上

法人特別会員・法人会員のご紹介

【法 人 会 員】　年会費１口（5,000円）以上

　福祉コミュニティセンターでは、高齢者や障害者の健康維持や元気回復を図るため、温泉入浴施設を

備え、各種教養講座や健康相談を行っているほか、会議室の貸出しも行っています。企業や団体、個人

など、研修や講習会等にご利用ください。

＜会議室使用料＞９時～ 17時使用した場合

会議室名 収容人員（人） 使用料（円）

教養娯楽室（和）  50 7,800

第１会議室（洋）  50 7,400

第２会議室（洋）  10 2,000

ホ
ー
ル

大会議室 270 23,400

中会議室 100 15,600

小会議室  50   7,800

ステージ －   5,200

※半日等の使用もできます。（使用料はお問い合わせください。）

福祉コミュニティセンター　～会議室を利用しませんか～

教養娯楽室

大会議室
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社協本部受付　　　櫻井　ヒサエ　様　　　福田　賢治　　様　　　村尾　勉　　　様
市役所分室受付　　池畑　裕幸　　様　　　辻　　高文　　様　　　篠原　佳代　　様　　　内村　ミフ　　　様
　　　　　　　　　佐野　憲一　　様　　　秋元　謙一　　様　　　福良　昌子　　様
吉田支部受付　　　上野　由子　　様　　　川﨑　一子　　様　　　梶原　哲哉　　様　　　山之内　カツ子　様
松元支部受付　　　田原春　武　　様　　　小原　節子　　様　　　馬場園　信義　様　　　福留　フヂノ　　様
郡山支部受付　　　井上　スミ子　様　　　桑原　イク子　様　　　郡山　サチ　　様

有馬　礼子　　様
浜平　政憲　　様
松田　幸一　　様
横山　茂彦　　様
佐野　憲一　　様
原田　リヨ子　様
平峯　より子　様
丸山　ハルエ　様
山内　一人　　様

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。）

（杖、ハガキ等の物品のご寄付をお
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８月１日～ 10月31日受付分）

鹿児島共同倉庫㈱　　鹿児島綜合警備保障㈱　　㈳鹿児島県看護協会　　かごしま中央農業協同組合　　鹿児島トヨタ自動車㈱
㈱鹿児島讀賣テレビ　　かごしまプラザホテル天文館　　鹿児島テレビ放送㈱　　鹿児島中央地下駐車場㈱　　
NPO法人鹿児島市精神保健福祉推進の会かれん鹿児島　　㈳鹿児島県消防設備安全協会　　㈶鹿児島県地域振興公社　　
鹿児島海陸運送㈱　　鹿児島測機㈱　　 鹿児島県母子寡婦福祉連合会　　税理士法人鹿児島さくら会計
㈳鹿児島市シルバー人材センター　　 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　　㈲カネヨ販売
㈲上村モータース　　上村海運建設㈱　　川畑電気㈱　　㈲上町販売所　　㈱北義肢製作所　　北プロパン　　
希望会にしべっぷの里　　九錦設備工業㈱　　㈻錦城幼稚園　　㈲くろいわ　　ケアホームしょうぶ　　 健翔会病院　　
ゲンプラン設計㈱　　 元気塾デイサービスセンター　　㈲広和印刷　　 厚仁会　　㈱河野工業所　　 紘淳会とまり泌尿器科
甲和会　　 光陽福祉会　　 宏修福祉会皇徳寺保育園　　㈲甲南メディカル　　㈱コピオン　　 こまどり保育園　　

㈱さくら医療器械　　 桜ヶ丘福祉会コスモス保育園　　佐々木工務店　　㈲さつま路　　㈲鮫島写真館　　
三州技術コンサルタント㈱　　三九運輸㈱　　三洋金属商事㈱　　三州産業㈱　　㈲三昭電気設備　　慈眼寺寿光園　　
児童養護施設仁風学園　　㈱島津興業　　㈲下舞建築設計事務所　　㈱下堂園　　 秀愛会沖野循環器科病院　　㈱ジューシー　　
寿康会　　昭和火薬銃砲㈱　　 尚文会グループホーム竹山苑　　城山苑デイサービスセンター　　グループホーム城山　　
㈱新日本技術コンサルタント　　新興運送㈲　　㈱親和電機　　水興設計㈱　　㈱末吉電設　　㈱スカイパーク　　㈲誠建舎　　
聖寿会　　 清和会徳田・馬場クリニック　　正興 ITソリューション㈱　　 正和会障害者支援施設サポートなごみ
碩済会吉田温泉病院　　セコム㈱　　全労済鹿児島県本部　　全国警備保障㈱　　㈱タイフク　　大成ビルサービス㈱　　

ダイヤテック㈱　　㈲大仁測量設計事務所　　ダイキンHVACソリューション九州㈱　　㈱第一食器　　㈱立石食品　　 千草会
中央ロード工業㈱　　中央印刷㈱　　中外電工㈱　　㈱鶴丸薬品　　堂園設計㈱　　㈱トーセツ　　 常盤会しろやまの風　　
常盤会明星学園　　 常盤会発達支援センターひこばえ　　 常盤会サポートハウス　　 常盤会ディライト　　
常盤会サポート明星　　 常盤会障害福祉サービス事業所ウィズ　　特別養護老人ホーム城山苑　　中川運輸㈱　　㈱中原別荘
㈱ナカムラ　　ナカオ食品㈱　　㈱南和産業　　南国タクシー㈱　　㈲南光産業　　南国テレホン㈱　　㈱ニシムタ　　
㈱西川海陸輸送　　 仁田尾福祉会仁田尾保育園　　㈱ニチガスクリエート　　日本システム㈱　　
㈳日本３Ｂ体操協会鹿児島県支部　　日本たばこ産業㈱　　日本乾溜工業㈱　　 白鳩会障害福祉サービス事業所花の木大豆工房
博悠会グループホームエデンの丘　　㈱はやま　　㈱肥後産業　　㈱久永コンサルタント　　㈱ビルメン鹿児島　　㈱フェニックス
㈱深野木組　　藤井酒店　　 藤田眼科　　ふじケ丘保育園　　富士運送㈱　　㈱藤田組　　㈱プリンティング三州　　㈱プロゴワス
文進社印刷㈱　　ペコちゃん保育園　　宝来メデック㈱　　 宝林福祉会障害者支援施設つわぶきの里　　
ホームヘルプサービスセンターBeしょうぶ　　㈱堀之内工務店　　㈲益山土木　　マリックスライン㈱　　緑ケ丘クリニック
㈱南日本電設　　㈱南日本放送　　㈻南学園鹿児島医療福祉専門学校　　㈱南九州エービーシー商会　　㈱南九州冷熱サービス　
㈱南日本新聞開発センター　　南九州スバル㈱　　㈱南九州電設　　㈱南日本リビング新聞社　　 紫原福祉会　　明興住機㈱　　
メガネのふじ　　山形屋パーキング㈱　　山形屋商事㈱　　㈲山下事務器　　やまびこ医療福祉センター　　山元新栄地質㈱　　
有隣会伊敷病院　　 優和会増田整形外科病院　　 ゆうかり　　㈲横瀬造園土木　　㈱ヨシキ　　㈱吉田経営　　吉田愛青園

㈱吉丸組　　㈲吉徳福祉機器販売　　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

東上塩屋絆芸能一座　様 ㈱山形屋　様（ステッキ50本）
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