
　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、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

く環境は大変厳しくなってきております。

　このような中、地域福祉を積極的に推進する役割を担っている市社会福祉協議会

におきましては、「誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる福祉のまちづくり」

を目指し、さまざまな事業を展開しているところです。

　皆様には、地域の福祉活動や赤い羽根共同募金等、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、新しい年が夢と希望の持てる「笑顔」の一年となりますとともに、皆様のご多幸を

心からお祈りいたしまして、新年のごあいさつといたします。

鹿児島市社会福祉協議会　会長　大平　和久

この広報紙は赤い羽根共同募金の助成を受けて発行しています。
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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〕米山昭規、北方耕藏、永山惠子　〔常務理事〕新地茂樹

〔理事〕鬼丸克彦、池頭喜美子、赤崎昭夫、水流純大、池田美津子、新德孝夫、遠矢四男、松田政信、

　義山宏文、鶴丸昭一郎、清原浩　〔監事〕穂園星子、緒方寛治、内村建夫　〔事務局〕職員一同
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第３回わくわく福祉交流フェア in 中央公園

かごしま市社協だより　第118号

（1）

平成27年１月発行



　10月１日から12月31日までの３か月間、全国一斉に

「赤い羽根共同募金運動」が行われました。

　鹿児島市共同募金委員会では、期間中、戸別募金・街頭

募金・法人募金・学校募金・職域募金を実施し、町内会や

企業など多くの方々のご協力をいただきました。中でも街

頭募金では、民生委員・児童委員や児童・生徒の皆さんの

ほか、今年は鹿児島ユナイテッド FCの選手にも、ボラン

ティアとしてご協力いただきました。

　皆様から寄せられた募金は、地域福祉のために大切に使

わせていただきます。心から感謝申し上げます。

　今年も、共同募金運動の一環である「歳末たすけあい募金」と、

「NHK歳末たすけあい」に寄せられた寄付金の中から、民生

委員・児童委員の皆様のご協力のもと、対象となる方々へ見舞

品や見舞金を届けました。

　見舞品を手にされた方は、「思いがけない年末の心あたたま

る贈り物に大変感激いたしました。おかげさまでこの冬をあた

たかく過ごせます。」と喜んでおられました。

　市社協は11月９日（日）、鹿児島市と共催で、中央公園をメ

イン会場に、「鹿児島市制125周年・新生鹿児島市10周年記念

第３回わくわく福祉交流フェア」を開催しました。当日は天候

にも恵まれ、約３万２千人が来場されました。

　３回目となる今回は、「つなげよう　みんなの心　ひろげよ

う　みんなの笑顔」をテーマに、福祉施設やボランティア団体

によるダンスや音楽、バザーのほか、日頃のボランティア活動

の紹介などがありました。

　催しを通じて、多くの市民の方々と福祉関係団体の方々との

交流が図られ、市民への福祉活動やボランティア活動への理解

を深めることができました。

　来場者からは、「福祉施設の方々が一所懸命頑張っている様

子がうかがえました。」や「福祉について考えるよいきっかけ

になりました。」などの感想が寄せられました。

対象者 65歳以上で在宅の寝たきりの高齢者 在宅重度中度心身障害児

贈呈品（人数） マイクロ肩当て（1,915人） 3,000円（614人）

赤い羽根共同募金運動のお礼

心あたたまる贈り物に感激

わくわく福祉交流フェアに3万2千人が来場
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最優秀賞は鹿児島女子高等学校

　わくわく福祉交流フェアにおいて、ボランティア活動に

熱心に取り組んできた市内のボランティア推進校 12校を

表彰しました。

　また、表彰校を代表して４校が日頃の活動を発表しまし

た。今年度の最優秀賞を受賞した鹿児島女子高等学校の春

田佳南さんは、「清掃活動や募金活動への参加など、学校

全体としてボランティア活動に取り組んでいます。生徒会

のＪＲＣ（青年赤十字）部では、毎月献血の呼びかけや福祉施設でのボランティア活動に参加していま

す。」と発表しました。

　各学校の活動状況や地域の特性に合わせた取り組みに、来場者も熱心に耳を傾けておられました。

賞 学　　校　　名 主　な　活　動

最優秀賞 鹿児島女子高等学校
各種イベントへのボランティア協力、
募金活動、地域の清掃活動

優秀賞

清和小学校、武岡台小学校、
春山小学校、南方小学校、
桜島中学校、鹿児島純心女子高等学校、
鹿児島高等学校、松陽高等学校、
明桜館高等学校

地域の清掃活動、福祉施設等での交流、
ペットボトルキャップ等の収集、
東北被災地への支援物資の送付、
募金活動、緑化活動

一般表彰 福平中学校、緑丘中学校

　特定検診、長寿検診の受診や、鹿児島市が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ます。貯まったポイントは

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？

　参加には、事前登録が必要です。

ボランティア推進校とは…市社協では、市内の小・中・高の児童・生徒に、ボランティア活動
の体験を通じて、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。推進校の指定を受けているのは小学校78

校、中学校38校、高校15校（平成26年11月末現在）で、活発な活動が行われています。

ボランティア推進校を表彰

高齢者いきいきポイント推進事業に参加してみませんか？

【お問い合わせ】ボランティアセンター　☎221-6072

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。１ポイントは100円です。

【お問い合わせ】ボランティアセンター　☎221-6072
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各校区社協が主催しています。

　０歳から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。

● 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おられます。
● 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たくさんあります。

（お問い合わせ）
地域福祉推進課　☎221-6071

№ 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

中央

坂元・伊敷台 玉里団地保育園 金（月１回） 10:00 ～ 元山 229-1574 大津 220-5102

4 坂元台 坂元台校区公民館 第２火 14:00 ～ 後田 247-6293 隈元 247-5978

5 清水 上町福祉館 第３火 10:00 ～ 豊永 247-1172 藤井 247-6495

6 大龍 たてばば福祉館 第３木 10:00 ～ 石原 239-8173 揃 248-3360

7 中洲 上荒田町公民館 第２金 10:00 ～ 倉内 251-8265 窪田 255-5339

8

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

9 原良 永吉公民館 第２火 10:00 ～ 岩瀬 206-7819 木浦 253-1387

10 明和 明和福祉館 第３火 10:00 ～ 富田 258-3330 岩永 293-6468

11 西田 自彊学舎 第３水 10:30 ～ 福山 255-6268 市谷 250-4763

12

武
・
田上

武岡・武岡台 武岡福祉館 第１金 10:00 ～ 橘木 281-0128 大石 282-0979

13 西陵 西陵福祉館 第２火 10:00 ～ 坂尾 282-5646 鳥取部 281-3256

14 広木 田上台福祉館 第１火 10:00 ～ 森 275-4174 徳利 252-0563

15 田上 田上福祉館 第３火 10:00 ～ 仁礼 282-4882 三枝 281-3120

16 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

17

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

18 八幡 八幡校区振興会公民館 第３or ４月 10:00 ～ 有村 258-1522 永田 255-8704

19 西紫原 西紫原福祉館 第２火 10:00 ～ 吉川 258-7351 田所 206-6521

20 紫原 紫原福祉館 第２水 10:00 ～ 城元 256-5104 今村 250-7177

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

22 宇宿地域 宇宿福祉館 第２水 10:00 ～ 小齊平 275-3788 迫田 264-7351

23 鴨池 真砂福祉館 第２水 10:00 ～ 岩切 257-7419 中園 254-8638

24 南 三和児童センター 第２水 10:30 ～ 友井川 206-2402 辻 253-6511

25

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

26 玉江 玉里福祉館 第３水 10:00 ～ 今村 229-1004 米丸 225-7121

27 伊敷 伊敷公民館 第１･３火 10:00 ～ 久留米 229-4942 福田 228-9980

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 269-0044 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 第３火 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 ～ 森山 262-0766 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 柚木 294-3830

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 ～ 松岡 278-2637 本間 278-0360

45 石谷 すこやかランド石坂の里 第４木 10:00 ～ 鮫島 278-4535 鳥原 278-2163

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 298-2329

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

※　日程や場所などは変更することもあります。各サロンの担当者に確認してからご参加ください。

※　携帯電話から連絡する際は、連絡先番号に市外局番（099）をつけてください。

ママ友を増やそう！～ふれあい・子育てサロン～
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施設情報　～高齢者福祉センター吉野～

校区社協のご紹介　～郡山地域校区社協～

ご利用ください！近くの地域福祉館　～皇徳寺福祉館～

「第７回生きがいとふれあいの祭り」を開催！

　高齢者福祉センター吉野は、開館７周年を記念して、10月４

日（土）に「第７回生きがいとふれあいの祭り」を開催しました。

　自主講座生や利用者など、24組・300人が日頃の練習の成果

を披露し、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）

も展示しました。会場には多く

の方々が来場され、盛大のうち

に終了しました。

　今後とも、利用者の皆様に気

持ちよく施設を利用していただ

けるよう、８年目のセンター運

営にさらに努力してまいります。

　郡山地域校区社会福祉協議会は、新生鹿児島市の誕生

に併せて発足しました。来年10周年を迎えることに先

立ち、10月25日（木）に郡山総合運動場で、校区社協

創立10周年を祝うグラウンドゴルフ大会を開催しまし

た。

　大会には地域の町内会から38チーム200人が参加し、大会を通じて地域の人々が共に活動する意

義や、校区社協に対する認識がより深まりました。

　郡山地域でも地域福祉の課題は多くありますが、住民相互の見守り活動などで共に支え合う仕組み

を整え、誰もが安心して暮らせるまちづくりを目指してまいります。

　皇徳寺福祉館は、平成４年４月に開館し、今年で23年目

になります。皇徳寺団地の東入り口側に位置し、近くには大

型スーパーや郵便局など、生活環境の整った場所にあります。

　毎年９月に地域の皆様との交流を目的に、福祉館イベント

を開催し、毎回多くの方々が参加され、地域活動の交流の場

として大変喜ばれています。これからも、地域の皆様がふれ

あいの場として気軽に利用できるよう、職員一同努めてまい

ります。皆様のご来館を心からお待ちしています。

【発足年月日】平成17年５月25日　【世帯数】2,421世帯

【お問い合わせ】皇徳寺台2-2-2　　皇徳寺福祉館　☎275-1887

【お問い合わせ】吉野町3275-3　高齢者福祉センター吉野　☎244-5681

熱戦のグラウンドゴルフ大会

詩　舞　　吉絵会

吉野シャルウィダンス楽しいハーモニカ

イベントを楽しむ子どもたち

かごしま市社協だより　第118号

（5）



　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

てご支援いただいています。ここでは、上記期間に会員になられた事業所をご紹介します。

　皆様のあたたかいご支援に心から感謝申し上げます。

㈱アーステクノ　様　　()医愛育会 愛育病院　様　　アイテック㈱　様　　㈱アイテム　様
アイワ工業㈱　様　　青葉印刷㈱　様　　㈱アクトリー　様　　阿久根建設㈱　様

【法人特別会員】　年会費１口（10,000円）以上 （50音順）

（次ページに続く）

法人特別会員・法人会員のご紹介 （平成26年７月16日

～９月15日受付分）

講座のご案内
心身障害者総合福祉センター（ゆうあい館）
平成26年度　第５期身体障害者パソコン講座

講　　座　　名 初回 日　時 定員

肢体不自由者・内部障害者
エクセル応用コース（全６回）

２/１
毎週日曜日10:00 ～ 12:00

（３/ ８は休講）

各６人
（定員を超えた
場合は抽選）

肢体不自由者・内部障害者
インターネットコース（全６回）

２/２ 毎週月曜日14:00 ～ 16:00

肢体不自由者・内部障害者・聴覚障害者
エクセル応用コース（全６回）

２/３ 毎週火曜日14:00 ～ 16:00

肢体不自由者・内部障害者・聴覚障害者
ワード応用コース（全6回）

２/３ 毎週火曜日18:00 ～ 20:00

◆申込方法　電話（252-7900）または FAX（253-5332）

　　　　　　※ FAXの場合は、講座名、住所、氏名、年齢、電話・FAX番号を記載ください。

◆申込期間　平成27年１月８日（木）～１月20日（火）

◆対 象 者　市内在住の18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方で、パソコンに興味があり、文字入

力ができる方

◆受 講 料　無料

◆お問い合わせ　〒890-0067　真砂本町58-30　ゆうあい館　　☎252-7900　FAX253-5332

高齢者福祉センター郡山
ふれあい教室生募集

講　　座　　名 日　時 定員

ふくれ菓子づくり ２/５ 13:30 ～ 15:30
各15人

あずっかんづくり ３/５ 13:30 ～ 15:30

春のやさいづくり（葉菜類の土づくり・苗づくり） ２/26 13:30 ～ 15:30
各20人

春のやさいづくり（葉菜類の植付け・管理・収穫） ３/26 13:30 ～ 15:30

ふれあいの日（毎月第３木曜日）参加者募集

講　　座　　名 日　時 定員

体と頭の健康づくり・相談 １/15 10:00 ～ 12:00 10人

認知症とは、対策は ２/19 10:00 ～ 11:30 20人

体と頭の健康づくり・相談 ３/19 10:00 ～ 12:00 10人

◆申込方法　電話（298-2278）

◆申込期間　平成27年１月15日（木）から（定員になり次第締め切り）

◆対 象 者　市内在住で、65歳以上の方

◆受 講 料　無料（材料費は受講者負担）

◆お問い合わせ　〒891-1105　郡山町176　高齢者福祉センター郡山　　☎298-2278
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㈱アジア技術コンサルタンツ　様　　鮎川建設㈱　様　　アライアンス㈱　様　　㈲アラキビル商會　様
㈱アリスト　様　　有馬運送㈱　様　　㈱有村屋　様　　㈱イースト朝日　様　　㈻池田学園　様　　
()医石塚レディースクリニック　様　　石原産業㈱　様　　石丸製麺㈲　様　　㈱イタヤマ事務機　様　　
一之宮神社　様　　インフラテック㈱　様　　内村建設㈱　様　　㈱江口土木　様　　
㈱エムティビルサービス　様　　()福落穂会　様　　㈱オンリーワン　様　　かごしま環境サービス㈱　様
㈱鹿児島銀行　様　　鹿児島くみあい食品㈱　様　　鹿児島県医師会　様　　㈳鹿児島県建築協会　様
㈳鹿児島県公共嘱託登記土地家屋調査士協会　様　　㈳鹿児島県歯科医師会　様　　
㈶鹿児島県農協役職員共済会　様　　㈶鹿児島県民総合保健センター　様　鹿児島興業信用組合　様　　
鹿児島酸素㈱　様　　鹿児島市医師会　様　　鹿児島歯科学院専門学校　様　　
鹿児島市管工事協同組合　様　　㈳鹿児島市歯科医師会　様　　鹿児島自動車工業協同組合　様　　
㈳鹿児島市薬剤師会　様　　鹿児島信用金庫　様　　鹿児島製茶㈱　様　　鹿児島トヨペット㈱　様　　
鹿児島ヤクルト販売㈱　様　　㈱鹿児島有恒社　様　㈲鹿児島ワンダー社　様　㈱勝建設　様　　
㈱桂造園　様　　㈱カミチク　様　　上村石油ガス㈱　様　　㈱川商ハウス　様　　()福喜入会　様　　
㈱九州工機　様　　㈱九州保健ラボラトリー　様　　㈱九電工 鹿児島支店 　様　　
キョーエイエスティック㈱　様　　()医玉昌会 　様　　()福旭生会　様　　黒木写真館　様　　
㈱コーアガス日本　様　　坂本建設㈱　様　　五月産業㈱　様　　㈱サニタリー　様　　㈱サニット　様
()医参天会　様　　三洋工機㈱　様　　三洋ハウス㈱　様　　()医三楽会 ほかぞのクリニック　様　　
ＪＸ日鉱日石石油基地㈱　様　　㈱ジェイテック　様　　十文字工業㈱　様　　()医潤愛会 鮫島病院　様
㈲昭栄工業　様　　情報機器販売㈱　様　　㈱勝利商會　様　　㈱新生組　様　　新谷緑化㈱　様　　
㈱しんぷく　様　　㈲親和熱水研　様　　㈲水交設備　様　　()医朱雀会 仁クリニック　様　　㈱昴　様
㈱積善社　様　　全国共済農業協同組合連合会　様　　()医草清会 いいだクリニック 　様　　
㈱大慶建設　様　　㈱大進　様　　大福コンサルタント㈱　様　　㈱太洋花火　様　　高橋商事㈱　様
㈲地球堂　様　　忠建設工業㈱　様　　㈱中礼義肢製作所　様　　㈱知覧茶園　様　　
照国総合法律事務所　様　　天保山調剤薬局　様　　㈱東条設計　様　　㈱トータルハウジング　様　　
㈱徳電社　様　　㈲トップ商事　様　　㈱冨迫組　様　　南国交通㈱　様　　南生建設㈱　様　　
㈱南防　様　　㈴南邦商事　様　　㈱日建サービスセンター　様　　日進印刷㈱　様　　日本ガス㈱　様
日本ガス住設㈱　様　　㈱野添組　様　　濱島印刷㈱　様　　㈻原田学園　様　　㈲久永二官橋　様　　
㈱美創産業　様　　㈱日立ソリューションズ西日本　様　　㈱フジヤマ　様　　フタバ㈱　様　　
㈲渕上事務器　様　　㈱プランテムタナカ　様　　㈱文化社　様　　㈱堀之内工務店　様　　㈱前田組　様
㈱増田勇建設　様　　マルエーフェリー㈱　様　　マルセ工販㈱　様　　丸天建設㈱　様　　
丸福建設㈱　様　　㈱Ｍｉｓｕｍｉ　様　　㈱ミタデン　様　　南鹿児島建設業協同組合　様　　
㈱南九州ファミリーマート　様　　㈱南日本技術コンサルタンツ　様　　㈱南日本総合サービス　様　　
㈱南日本薬剤センター　様　　()医明輝会 内村川上内科　様　　メイワ医科工業㈱　様　　
森税務会計事務所　様　　㈱森山()清組　様　　㈱山形屋　様　　()医隆成会 隆成会病院 　様　　　
()医緑泉会 　様　　()医緑泉会 リハビリテーション病院吉村　様

㈱アイオイ・プロフォート　様　　アイテップ㈱　様　　㈲アイム会計　様　　
㈲アクティブヒューマンライフ　様　　㈲有村産業　様　　安楽電気㈱　様　　
()医猪鹿倉会 パールランド病院　様　　石井薬局㈱　様　　㈱イシタケ　様　　
井料メンタルクリニック　様　　㈱岩田組　様　　上山建設㈱　様　　()医梅津整形外科医院　様
㈱栄電社　様　　㈱エコロン　様　　荏原冷熱システム㈱　様　　オーケー電機㈱　様　
㈱オートパーツ伊地知　様　　大平工業㈱　様　　大脇総合法律事務所　様　　岡元商店　様　
オリエント産業㈱南九州支店　様　　カクイ㈱　様　　鹿児島イシダ㈱　様　　㈱鹿児島カード　様　　
鹿児島海陸運送㈱　様　　鹿児島共同倉庫㈱　様　　㈶鹿児島県環境技術協会　様　　
㈳鹿児島県環境保全協会　様　　㈳鹿児島県看護協会　様　　鹿児島県くみあい開発㈱　様　　
鹿児島県自動車車体整備協同組合　様　　㈳鹿児島県消防設備安全協会　様　　
鹿児島県信用漁業協同組合連合会　様　　鹿児島県信用農業協同組合連合会　様　　㈱鹿児島建設新聞　様
㈶鹿児島県地域振興公社　様　　鹿児島県土地改良事業団体連合会　様　　
鹿児島県農業協同組合中央会　様　　鹿児島県木材銘木市場協同組合　様　　鹿児島国際観光㈱　様　　
鹿児島さくら会計　様　　㈱鹿児島視聴覚センター　様　　㈲鹿児島車体工業所　様　　
鹿児島商工会議所　様　　鹿児島青果㈱　様　　
ＮＰＯ法人 鹿児島市精神保健福祉推進の会・かれん鹿児島　様　　㈲鹿児島清掃　様　　
鹿児島綜合警備保障㈱　様　　鹿児島測機㈱　様　　鹿児島中央警察署 親和会　様　　
鹿児島中央地下駐車場㈱　様　　鹿児島中央ビルデイング㈱　様　　鹿児島寺岡オートドア㈱　様
鹿児島テレビ放送㈱　様　　鹿児島トヨタ自動車㈱　様　　鹿児島日産自動車㈱　様　　㈱鹿児島放送　様
㈱鹿児島讀𧶠テレビ　様　　鹿児島リース㈱　様　　㈲カネヨ販売　様　　㈲カバンのヒグチ　様　　
上村海運建設㈱　様　　㈲上村モータース　様　　㈱川北電工　様　　川畑電気㈱　様　　

【法 人 会 員】　年会費１口（5,000円）以上

（次ページに続く）
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市社協本部受付 小門　政秋　様 村山　龍生　様 松元支部受付 坂ノ上　律子　様

市役所分室受付 金丸　則子　様 松下　麗子　様 郡山支部受付 末吉　辰子　様

吉田支部受付 米留　　博　様

浜平　政憲　　様

横山　真理　　様

有馬　禮子　　様

山内　一人　　様

　市社協では、市民の皆様から善意の寄付をいただいています。ここでは、上記期間に寄付された方々をご紹介

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

大切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】 【物品寄付】

【香典返し寄付】

寄付された方々のご紹介 （平成26年８月１日～９月30日受付分）

松﨑　陽子　　様

郡山町囲碁同好会　様（囲碁盤・囲碁石５セット）

㈳鹿児島県タクシー協会　様（車椅子１台）

九錦設備工業㈱　様　　九州南部たばこ販売協同組合連合会　様　　九州労働金庫 鹿児島県本部　様　　
㈱共進組　様　　㈲くろいわ　様　　ケアハウス夾竹灯 　様　　()医健翔会　様　　ゲンプラン設計㈱　様
()医厚仁会　様　　㈲甲南メディカル　様　　㈱河野工業所　様　　()医甲和会　様　　㈱コピオン　様　　
㈱さくら医療器械　様　　㈲さつま路　様　　㈲鮫島写真館　様　　三九運輸㈱　様　　
三州技術コンサルタント㈱　様　　三州製茶㈱　様　　㈲三昭電気設備　様　　()医司誠会 野上病院　様
斯文堂㈱　様　　㈱島津興業　様　　㈱下堂園　様　　㈲下舞建築設計事務所　様　　
()医秀愛会 沖野循環器科病院　様　　ＮＰＯ法人ジョイキッズ　様　　()医常清会 尾辻病院 　様
ＮＰＯ法人障害児フォーラムかごしま　様　　新生冷熱工業㈱　様　　㈱新日本技術コンサルタント　様
㈱親和電機　様　　水興設計㈱　様　　㈱スカイパーク　様　　㈱スズキ自販鹿児島　様　　㈲誠建舎　様
㈱誠電社　様　　㈱セキュリティサービス　様　　セコム㈱鹿児島統轄支社　様　　
㈱ゼネラルエンヂニヤリング　様　　㈱センコウ　様　　全国警備保障㈱　様　　㈱第一食器　様　　
大成ビルサービス㈱　様　　大徳水道㈱　様　　㈱タイフク　様　　㈱タイムリー　様　　
ダイヤテック㈱　様　　高島屋開発㈱　様　　竹之内穀類産業㈱　様　　㈱立石食品　様　　
谷口開発興業㈲　様　　中央印刷㈱　様　　中央建設㈱　様　　㈱中央電子　様　　中央ロード工業㈱　様
中外電工㈱　様　　㈱鶴丸薬品　様　　㈱徳一建設　様　　トヨタカローラ鹿児島㈱　様　　
ナカオ食品㈱　様　　中川運輸㈱　様　　㈱中原別荘　様　　㈱ナカムラ　様　　㈱南光産業　様　　
南国殖産㈱　様　　南国タクシー㈱　様　　南国輸送㈱　様　　南州殖産㈱　様　　㈱南電工　様　　
㈱南和産業　様　　㈱西川海陸輸送　様　　㈱ニシムタ　様　　㈲西山建設　様　　日通鹿児島運輸㈱　様
日本乾溜工業㈱　様　　㈳日本３Ｂ体操協会鹿児島県支部　様　　日本たばこ産業㈱　様　　
ネッツトヨタ鹿児島㈱　様　　㈱ハダ工芸社　様　　㈱はやま　様　　番組企画集団プロフロンティア　様
ＢＴＶケーブルテレビ㈱　様　　㈱久永コンサルタント　様　　㈲平塚商会 メガネのふじ　様　　
㈱ビルメン鹿児島　様　　㈱フェニックス　様　　㈱深野木組　様　　藤井酒店　様　　富士運送㈱　様　
()医藤田眼科　様　　㈱藤田組　様　　㈱フランスヤ　様　　文進社印刷㈱　様　　㈱別府釣具　様　　
宝来メディック㈱　様　　ホーチキ㈱鹿児島営業所　様　　本場大島紬織物協同組合　様　　㈱マサミ　様
㈲増田土木　様　　㈱松葉電設　様　　マリックスライン㈱　様　　㈲丸徳産業　様
㈻南学園 鹿児島医療福祉専門学校　様　　㈱南九州エービーシー商会　様　　南九州スバル㈱　様　　
㈱南九州電設　様　　南九州日野自動車㈱　様　　㈱南九州冷熱サービス　様　　
㈱南日本新聞開発センター　様　　㈱南日本放送　様　　㈱南日本リビング新聞社　様　　
()福紫原福祉会　様　　明興住機㈱　様　　明和食品㈱　様　　㈱森山タイル　様　　山形屋商事㈱　様
山形屋パーキング㈱　様　　山元新栄地質㈱　様　　㈱ユーケイデンタル　様　　()医友志会 　様　　
()医有隣会 伊敷病院 　様　　㈲横瀬造園土木　様　　㈱ヨシキ　様　　㈱吉田経営　様　　
㈲吉徳福祉機器販売　様　　吉留建設㈱　様　　㈱吉丸組　様　　㈲ヨシモト建設　様　　
()医隆仁会 納病院　様

立正佼成会　鹿児島教会　様 ㈱山形屋　様（ステッキ50本）

かごしま市社協だより　第118号

（8）


