
赤い羽根共同募金運動へのご協力のお願い
　市民の皆様には、赤い羽根共同募金運動に対しまして、いつもあたたかいご支援、ご協力を賜り、心から
お礼を申し上げます。
　さて、今年も全国一斉に、10月１日から赤い羽根共同募金運動が始まります。
　昨年度、鹿児島市内で集められた募金総額は、6,763万円で、そのうち4,520万円（67％）が、市内の
福祉活動に使われています。
　例えば、地域の校区社協や町内会等の活動の支援、また、ボランティア団体等が行う福祉活動の支援など、
「じぶんの町を良くするしくみ」として、地域の福祉向上のために広く活用されています。
　募金は、市民の皆様の優しさや思いやりの浄財です。そのお気持ちを大切にして、有効に活用していくこ
とが求められており、常にそのことを念頭に置きながら、募金活動を行っています。
　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（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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じぶんの町をよくするしくみ。

「赤い羽根共同募金運動」スタート !!（10月１日～12月31日）

〔主な実施期間・場所〕
◇期間：10月〜 12月の主に日曜日
◇時間：13時〜 15時頃まで（一部　14時〜 16時）
◇場所：天文館アーケード、マルヤガーデンズ前、山形屋周辺、
　　　　鹿児島中央駅前、イオン鹿児島店、イオン鹿児島鴨池店、
　　　　タイヨー、サンキュー、Aコープ、ニシムタ、
　　　　マックスバリュ（各一部店舗）、イベント会場等

昨年度の街頭募金

街頭募金にご協力おねがいします
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募金目標額　65,000,000円　　募金総額　67,631,474円
（単位：円）

募金種別

平成26年度の募金額
平成25年度の
募金額

対前年度増減
一般募金

歳末
たすけあい募金

合　計

戸 別 募 金 42,750,000 3,416,659 46,166,659 42,219,804 3,946,855

街 頭 募 金 2,493,051 2,314,851 4,807,902 4,643,967 163,935

法 人 募 金 7,407,394 2,246,484 9,653,878 9,321,813 332,065

学 校 募 金 1,214,884 908,252 2,123,136 2,108,923 14,213

職 域 募 金 2,284,419 963,479 3,247,898 3,001,588 246,310

その他募金 978,543 653,458 1,632,001 1,489,286 142,715

合　計 57,128,291 10,503,183 67,631,474 62,785,381 4,846,093

※「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等です。

平成26年度 赤い羽根共同募金運動の結果報告

 

 

 

 

 

市内募金総額

67,631 千円

（100％） 

A 県共同募金会から

市共同募金会に助成さ

れ、市内の地域福祉を

推進する事業に使われ

るもの 

31,276 千円（4６％）

B 歳末たすけあい募金の助

成金により、市社協が実施す

る事業で使われるもの 

10,503 千円（1６％）

C 県共同募金会から市

内の町内会等に直接助成

されるもの 

3,424 千円（５％） 

 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

われるもの 

22,428 千円（3３％）

市内で使われるもの 

45,203 千円（6７％） 

県内で使われるもの 

22,428 千円（3３％） 

共同募金の使われ方

　「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67％は鹿児島市内で活用され、
残りの33％は、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。
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市内募金総額

67,631 千円

（100％） 

A 県共同募金会から

市共同募金会に助成さ

れ、市内の地域福祉を

推進する事業に使われ

るもの 

31,276 千円（4６％）

B 歳末たすけあい募金の助

成金により、市社協が実施す

る事業で使われるもの 

10,503 千円（1６％）

C 県共同募金会から市

内の町内会等に直接助成

されるもの 

3,424 千円（５％） 

 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

われるもの 

22,428 千円（3３％）

市内で使われるもの 

45,203 千円（6７％） 

県内で使われるもの 

22,428 千円（3３％） 

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            45,203 千円
 
Ａ 市共同募金委員会に助成され、市内の地域福祉を推進する事業に使われるもの       31,276 千円

地域福祉活動費 22,380 千円 児童福祉・ふれあい子育てサロン活動支援 4,020 千円
・市社協の  ・ふれあい・子育てサロン事業 2,300
  校区社協活動助成事業 13,345  ・ボランティア活動育成事業 1,500
  みんなでつくる絆交流事業 1,955  ・市母子寡婦福祉会へ助成 220
  共同募金運動支援事業 1,196  
  社協広報事業 1,165 高齢者福祉活動費 4,006 千円
  わくわく福祉交流フェア開催事業 1,000 ・高齢者安全杖有償提供事業 575
  地域福祉活動計画推進事業 690  ・単位老人クラブへ助成 3,231
  地域福祉団体活動支援事業 690  ・市老人クラブ連合会へ助成 200
  校区社協連絡協議会運営事業 394  
  災害見舞品支給事業など 65 障害者福祉活動費 870 千円
・市民生委員児童委員協議会へ助成 900  ・市手をつなぐ育成会へ助成 630
・地区民生委員児童委員協議会へ助成 630  ・市身体障害者福祉協会へ助成 140
・鹿児島保護区保護司会へ助成 180  ・市視覚障害者協会へ助成 50
・市更生保護女性会へ助成 120  ・市聴覚障害者協会へ助成 50
・認知症の人と家族の会鹿児島県支部へ助成  50  
 
B 歳末たすけあい募金の助成金により市社協が実施する事業で使われるもの      10,503 千円 
平成 26 年 12 月に贈呈事業として実施したもの 
 ・在宅で寝たきりの高齢者への年末見舞品の贈呈 2,355
 ・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 1,848
平成 27 年度に地域福祉サービス事業として実施するもの 
 ・町内会等への地域福祉活動助成事業 4,949
 ・交通遺児等（小・中・高）入学祝い金贈呈事業等 1,351
 
C 県共同募金会から市内の町内会等に直接助成されるもの（平成 26 年度で終了）      3,424 千円
新安心・安全福祉のまちづくり支援事業(19 団体)〔公民館の畳替えや備品(机・エアコン等）整備等〕 
 ・田上天神町内会 285 ・東俣自治会 190 ・川田自治会 103
 ・上荒田町内会 285 ・五位野町内会 190 ・三支部２区広口会 95
 ・玉里団地第四町内会 285 ・東坂元町内会 190 ・大浦自治会 95
 ・皇徳寺台西町内会 285 ・恵美須西町内会 190 ・寺下町内会 66
 ・南郡元町内会 285 ・城山町敬天区町内会 189 ・草野町内会 49
 ・慈眼寺団地町内会 256 ・中ノ甲町内会 187 ・大峯団地町内会 9
 ・下伊敷中福良町内会 190   
 

赤い羽根共同募金は、住民相互のたすけあいを基調とし、市民の優しさや思いやりを届ける運動です。
平成２７年度も、「じぶんの町をよくするしくみ」として、次のとおり目標額を設定して、募金活動を
行っていきます。                                 （単位：千円） 

募 金 種 別 
目   標   額 

前年度目標額 
一 般 募 金 歳末たすけあい募金 合 計 

戸 別 募 金 44,300 3,700 48,000 45,000

街 頭 募 金 2,600 1,900 4,500 4,600

法 人 募 金 7,600 1,900 9,500 9,200

学 校 募 金 1,100 900 2,000 1,900

職 域 募 金 2,100 900 3,000 2,800

そ の 他 募 金 1,510 490 2,000 1,500

合    計 59,210 9,790 69,000 65,000
 

平成 27 年度の運動方針と目標額 
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共同募金運動において表彰された方々のご紹介
　共同募金運動で多大な実績をあげられた個人・団体に対して、平成26年度、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）

厚生労働大臣表彰 　鹿児島市役所職員一同　　鹿児島信用金庫
　宇宿上二町内会 　鹿児島県庁職員一同　　　社福恵心会清谿園
中央共同募金会会長表彰 　鹿児島大学附属中学校　　㈱細山田商事
　東千石町町内会 　鹿児島実業高等学校　　　谷山中央自動車学校
中央共同募金会会長感謝楯 　�医 鶴丸会鶴丸歯科医院
　鹿児島市民生委員児童委員協議会 　鹿児島市郡山地区老人クラブ協議会
中央共同募金会会長感謝状 　鹿児島市松元老人クラブ連絡協議会
　鹿児島市社会福祉協議会役職員一同　　横山茂彦 　公法鹿児島共済会南風病院
鹿児島県知事表彰 　鹿児島県美容生活衛生同業組合
　松見崎親和会 　特財鹿児島県農協役職員共済会
鹿児島県共同募金会会長表彰 　松田ウイメンズクリニック
　明和なでしこ町内会　　　　　　春日町内会 　鹿児島荷役海陸運輸㈱
　伊敷肥田町内会　　　　　　　　上本町町内会 鹿児島市社会福祉功労者表彰
　伊敷台西町内会　　　　　　　　春山町内会 　赤星貴子　　　　　　　　竹元明
　東上塩屋町内会　　　　　　　　芝野町内会 　吉野北町内会　　　　　　野呂迫町内会
鹿児島県共同募金会会長感謝状 　西部第一町内会　　　　　紫原平和会
　鹿児島市管工事協同組合　　　　高島屋開発㈱ 　下伊敷住宅町内会　　　　上本町町内会
　鹿児島興業信用組合　　　　　　皇徳寺中学校 　東上塩屋町内会　　　　　麓東集落
　㈱西原商会鹿児島支店　　　　　三洋工機㈱ 　明和なでしこ町内会　　　上原町内会
　鹿児島相互信用金庫　　　　　　㈱鹿児島銀行 　玉里団地東第一町内会
　�医 三州会大勝病院　　　　　　　樟南高等学校 鹿児島市社会福祉協議会福祉功労者表彰
　鹿児島信用金庫職員一同　　　　伊敷中学校 　中村正人
　㈱ゼネラルエンヂニアリング　　松陽高等学校 鹿児島市社会福祉協議会福祉功労者感謝状
　ＪＸ日鉱日石石油基地㈱　　　　南国殖産㈱ 　真砂六区町内会　　　　　恵美須西町内会
　公社鹿児島県建設業協会　　　　㈱南日本銀行 　赤水地域公民館　　　　　川田自治会
　サンケイ化学　　　　　　　　　㈱マツオ 　武地域公民館　　　　　　東桜島連合町内会
　㈱九電工鹿児島支店　　　　　　㈱山形屋 　鹿児島市消防団員一同　　�医 陽山会井後眼科
　大福コンサルタント㈱　　　　　㈲宮永企業 　�医 隆成会隆成会病院
　　　　　　　　　　　　　　　　（右上に続く）

 鹿児島市共同募金委員会では、赤い羽根共同募金にご寄付をいただいた市民の皆様
のあたたかいお気持ちに応え、募金を幅広く有効に活用するため、助成を希望する団
体を募集します。 
１．助成の対象となる団体・事業 
  鹿児島市内で活動する社会福祉法人、ＮＰＯ、校区社協、町内会等の地域の団体
や福祉団体及びボランティア団体などが地域を良くするために行う事業 

２．応募の方法 
  共同募金助成交付申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添付して、鹿児島市共同募金委員会へ
提出してください。申請書は事務局にありますので、下記へお問い合わせください。 
  （１）応募期間        平成 27年 11月 27日（金）まで 

（２）お問い合わせ・応募先  鹿児島市共同募金委員会 【電 話】221－6073        
３．助成の決定等 
  （１）助成内定可否の通知   12 月下旬ごろ  
  （２）助成決定        平成 28 年３月 
  ※助成金は、平成 28年度に交付されます。  

 

赤い羽根共同募金助成金「公募」について 
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平成27年度新規事業「支え合いマップ作成推進助成」

求められる地域の力！今こそ、みんなでつくろう支え合いマップ！

支え合いマップ（例）木原孝久『支え合いマップづくり入門』から抜粋

　「第４回わくわく福祉交流フェア」を今年も市と共催で開催します。
　このイベントは、子ども、高齢者、障害者やボランティアなど、多くの
市民や福祉施設、関係団体等の参加のもとに、ステージでのイベントのほか、
バザーや模擬店等もあり、多彩な催しを通じて相互交流するなかで、福祉に
ついて、また、交流やボランティア活動への理解を深めることを目的として
実施するものです。

第３０回国民文化祭・かごしま２０１５開催記念

第４回わくわく福祉交流フェア（鹿児島市と共催）のご案内

日　時：11月８日（日）10時～ 15時
場　所：中央公園及びその周辺
◆お問い合わせ
わくわく福祉交流フェア実行委員会
鹿児島市地域福祉課　　　　　　☎216-1245
市社協（ボランティアセンター）☎221-6072

支え合いマップとは？
　地域における気になる人と、その方に関わる人のつながりを線で結び、地域の地図に
書き込むことで見えてくる住民のふれあい・助け合いの実態や福祉課題を把握し、解決
策を探る手法の一つです。

　支え合いマップづくりを促進するために、校区社協が支え合い
マップの啓発研修を開催した際に係る経費の一部を助成します。

（助成額）
基礎額

＋

加算額
５，０００円 ２００円×参加人数

１校区社協１回限り
基礎額申請年度内であれば、
上限に達するまで申請可
（上限：５，０００円）

◆お問い合わせ　地域福祉推進課　☎221-6071 支え合いマップ啓発研修会のようす
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施設情報～心身障害者総合福祉センター（ゆうあい館）～

平成27年度　第４期身体障害者パソコン講座
講　　座　　名 初回 日　時 定　員

①肢体不自由者・内部障害者
　デジカメコース（全6回）※１※２ 12/14 毎週月曜日（１/11は休講）

　14時30分〜 16時30分

各６名

②肢体不自由者・内部障害者・聴覚障害者
　ワード（基礎）コース（全6回） 12/14 毎週月曜日（１/11は休講）

	 　　18時〜 20時

③肢体不自由者・内部障害者
　ワード（応用）コース（全6回）※１ 12/15 毎週火曜日（12/29は休講）

	 　　10時〜 12時

④肢体不自由者・内部障害者・聴覚障害者
　エクセル（基礎）コース（全6回） 12/15 毎週火曜日（12/29は休講）

	 　　13時〜 15時

※１サポートを必要としない聴覚障害者も対象とします。
※２　デジタルカメラ（記録媒体を含む）及び画像を取り込むためのコードなどはご準備ください。

◆対 象 者　市内在住の18歳以上で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
◆内 容　①パソコンへの画像取り込み方法など、②③文章作成、④表計算作成
◆受 講 料　無料
◆申 込 期 間　平成27年11月13日（金）～ 12月７日（月）
◆申 込 方 法　電話または FAX　　※ 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。（定員を超えた場合は、抽選になります）
◆お問い合わせ　〒890-0067　真砂本町58-30　ゆうあい館　☎252-7900　FAX253-5332

ご利用ください！地域福祉館～上町福祉館～

　八幡校区は、50余年の歴史を持つ町内会連合組織「八幡校区振
興会」を中心に、校区内のまちづくりや社会教育・青少年育成・安
全防災・環境衛生・社会福祉等様々な活動に取り組んできました。
　その実績から平成24年10月鹿児島市地域コミュニティづくりモ
デル地区として「八幡校区コミュニティ協議会」が設立され、様々
な団体が参加した地域づくりがスタートしました。それを機に、「八

幡校区社会福祉協議会」は、平成25年３月“振興会”から分離した新たなスタートを切りました。
　活動は長年実施してきた「子育てサロン」や「すこやかまつり」に加え、健康づくり講座やボラン
ティア講座などを実施。今後も地域の課題を点検し、“コミュニティ協議会”等とも連携し目配りの利
いた活動に取り組んでいく方針です。

　上町福祉館は、昭和50年４月に開館し、今年で40年目になります。清
水町の閑静な住宅地に位置し、清水保育園に併設しており、いつも園児た
ちの元気な声が聞こえています。
　昨年の11月には、清水校区社会福祉協議会や地元の町内会、清水保育
園と初めて合同防災訓練を行い、多くの方々が、消火訓練や避難訓練など
に熱心に参加されました。
　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。

【設立年月日】昭和44年4月　【会員世帯数3,199世帯】

【お問い合わせ】清水町６–27　上町福祉館　☎247–8962

あなたのまちの校区社協～八幡校区社協～
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　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、上記期間に会費を納入いただいた事業所をご紹介いたします。
　皆様の温かいご支援に心から感謝申し上げます。� （敬称略、順不同）

㈲丸商　　　　　フタバ㈱　　　　旭交通㈱　　　　㈱南防　　　　㈱大城　　　　㈱鹿大丸
㈱冨迫組　　　　㈱荒川商店　　　㈲有田産業　　　㈱徳電社　　　㈱コピオン　　㈱川崎塗料
持留製油㈱　　　㈱大迫組　　　　青葉印刷㈱　　　三洋工機㈱　　㈱江口土木　　㈲水交設備
㈲昭栄工業　　　濱島印刷㈱　　　㈱ミタデン　　　日本ガス㈱　　㈱鶴留建設　　第一建設㈱
五月産業㈱　　　新谷緑化㈱　　　㈱大慶建設　　　丸福建設㈱　　�医 明輝会　　　�医 鶴丸会
㈱鹿児島銀行　　　鹿児島酸素㈱　　　忠建設工業㈱　　　マルセ工販㈱　　　鹿児島米穀㈱
こうかき建設㈱　　㈱新福衣料店　　　㈱旭プラネット　　㈱サニット　　　　鹿児島信用金庫
㈻池田学園　　　　　　南国交通㈱　　　　　　　�医 木村外科内科　　　　　森税務会計事務所
㈶東風会 三船病院　　  マルエーフェリー㈱　　　鹿児島相互信用金庫　　　㈲アラキビル商會
アライアンス㈱　　　　　　　　�医 愛育会 愛育病院　　　　　　�医 潤愛会 鮫島病院
かごしま環境サービス㈱　　　　㈱九州保健ラボラトリー　　　日本ガスエネルギー㈱
鹿児島自動車工業協同組合　　　㈱南九州ファミリーマート　　八反丸リハビリテーション病院
㈱アジア技術コンサルタンツ　　㈳鹿児島共済会 南風病院　　　�医 起生会 林内科胃腸科病院
㈻原田学園 鹿児島情報高等学校　　　　　　　　　�医 松柏会 Tsukasa HealthCare Hospital
㈳鹿児島県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

【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�

（平成27年５月１日
〜７月31日受付分）

㈱常電　　　　　㈱舞研　　　　　㈱誠電社　　　　㈱三州園　　　旭機工㈱　　　㈱岩田組
㈱悠善社　　　　㈱栄電社　　　　㈱ニシムタ　　　㈱有迫組　　　㈱川北電工　　三和食品㈱
㈱徳一建設　　　㈲有村産業　　　三州製茶㈱　　　㈲福満白蟻　　堂園設計㈱　　南国輸送㈱
㈲西山建設　　　㈱鶴丸薬品　　　㈱別府釣具　　　㈱エコロン　　石井薬局㈱　　㈳環和会
㈱ヨシキ　　　　�医 常清会　　　　㈱肥後産業　　　㈱南光産業　　上山建設㈱　　㈱共進組
水興設計㈱　　　㈲日新製餡　　　北プロパン　　　最勝寺内科　　㈲丸徳産業　　㈱森山肇組
㈱ハダ工芸社　　　　　中外電工㈱　　　　　　　大成空調㈱　　　　　　観光自動車㈱
㈲内自動車商会　　　　㈱ビルメン鹿児島　　　　帝国倉庫運輸㈱　　　　鹿児島県経営者協会
㈱南日本新聞社　　　　谷口開発興業㈲　　　　　㈱三反田設計　　　　　鹿児島ビル不動産㈱
文進社印刷㈱　　　　　オーケー電機㈱　　　　　スターゼン販売㈱　　　鹿児島青果㈱
㈱南日本電設　　　　　野間口クリニック　　　　全労済鹿児島県本部　　㈱西川海陸輸送
㈲喜入システム　　　　錦江プラスチック㈱　　　日通鹿児島運輸㈱　　　竹之内穀類産業㈱
新生冷熱工業㈱　　　　鹿児島日産自動車㈱　　　�医 一誠会 三宅病院　　  喜入町農産加工組合
鹿児島リース㈱　　　　㈱鹿児島讀賣テレビ　　　㈱メルヘンスポーツ　　�医 永寿会 永田外科
鹿児島中央警察署親和会　　　　トヨタカローラ鹿児島㈱　　　　㈱プリンティング三州
㈱ガードシステム鹿児島　　　　鹿児島トヨタ自動車㈱　　　　　鹿児島中央ビルディング㈱
㈱久永コンサルタント　　　　　ネッツトヨタ鹿児島㈱　　　　　㈱ゼネラルエンヂニヤリング
�医 友心会 福元クリニック  　　　ＢＴＶケーブルテレビ㈱　　　　南日本商事㈱喜入営業所
㈲南日本新聞 東紫原販売所　　　㈳鹿児島県労働者福祉協議会　　�医 優和会 増田整形外科病院
コカ・コーラウエスト㈱ 次ページに続く　　
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社協本部受付　　石塚　悦子　様　　　新山　シズ子　様　　　池田　美津子　様　　　森　邦子　様
　　　　　　　　中島　哲郎　様　　　長野　タヨ　様　　　　川床　ヨシ子　様
市役所分室受付　　蓑毛　良助　様　　　野口　義弘　様
吉田支部受付　　清留　百合子　様　　永田　キサ　様
松元支部受付　　松下　清人　様　　　吉村　順子　様　　　　吉冨　スミヱ　様
郡山支部受付　　時崎　謙太郎　様　　宇都　千江子　様

松﨑　陽子　様　　　　㈳鹿児島県タクシー協会　様
　　　　　　　　　　　（車椅子１台）

鹿児島県太極拳連盟　様　　　　　　　　　　　　　極真会館 鹿児島県支部　様
ボランティアグループ　さわやか会　様　　　　　　谷山ひょっとこ愛笑会　様
浜平　政憲　様　　　　　神野　一郎　様　　　　　有馬　礼子　様
山内　一人　様　　　　　尾前　民子　様

　市社協では、市民の皆様から善意の寄付をいただいております。ここでは、上記期間に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】

【香典返し寄付】

【物品寄付】

寄付者のご紹介 （平成27年５月１日〜８月15日受付分）

�医 光智会 産科婦人科のぼり病院　　　　　　　　　  ㈱鹿児島県クリーニングセンター
㈶九州電気保安協会鹿児島支部　　　　　　　　　　特定非営利法人障害児フォーラムかごしま
日本たばこ産業㈱南九州支社　　　　　　　　　　　�医 春和会
マジオドライバーズスクール鹿児島校　　　　　　　�医 愛樹会 外山内科クリニック
ダイキンＨＶＡＣソリューション九州㈱　　　　　　九州南部たばこ販売協同組合連合会
ＮＰＯ法人鹿児島市精神保健福祉推進の会かれん鹿児島

法人特別会員・法人会員のご紹介（続き） （平成27年５月１日
〜７月31日受付分）

【法 人 会 員】　年会費１口（5,000円）以上�

藤扇流秀祐会　様立正佼成会 鹿児島教会　様翔舞会　様
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広報紙「かごしま市社協だより」はウェブページでも公開中！詳しくは　　鹿児島市社協　　で検索♪


