
災害時は福祉館が避難所に  

上町福祉館は、台風や大雨など災害時の避難所に指定されています。 

  災害が発生するおそれがある場合は、早めに避難することが大事です。    

避難勧告が出される前でも避難することができます。避難所に自主的に避難する際は、 

     鹿児島市地域福祉課（℡２１６－１２４４）に連絡してください。 

      避難される際は、原則として鹿児島市は食料品や寝具等の支給・貸与は行いませんの 

で、１～２泊できるくらい（３日分）の水、食料、生活用品（毛布など）を持って避難してくだ 

さい。 

 

   新型コロナウイルス感染拡大防止のためのお願い 

   新型コロナウイルス感染拡大防止対策への対応として、次のとおり福祉館を利用さ 

  れる方へお願いします。 

① 「密閉空間」「密集場所」「密接場面」の３つの「密」を徹底的に回避 

しましょう。  

・人と人との十分な間隔（できれば２mを目安に）を確保する。 

・十分な座席の間隔（四方を開けた席配置等）を確保する。 

       ・必要に応じ利用者数の制限等を行う。 

② 咳エチケットや手洗い、消毒液の使用、マスクの着用、室内の換気 

などの感染症対策を徹底しましょう。 

 

車椅子を貸し出しています 

鹿児島市社会福祉協議会では、市内に居住する車椅子を必要とされる方に、原則 

として１か月を限度として車椅子を貸し出しています。その際は、福祉館備え付けの 

「車椅子貸出申請書兼誓約書」により申請してください。 

       高齢者安全杖を提供します  

 同協議会では、市内に居住する６５歳以上で常時杖が必要な方に有償による杖の 

提供を行っています。杖が必要な方は、地区の民生委員児童委員にご相談ください。 

申請は一人１回限りで、負担額は１本あたり５００円です。 

 

 

☆ふれあい子育てサロン＆お達者クラブのご案内☆ 

 

 清水子育てサロン 

第 3火曜日 10時～１２時 

清水町お達者クラブ  

 第２．４金曜日 10時～１２時   

主な活動

内容 

子育てに対する不安や悩み等の情報交換の場を 

提供しています。 

高齢者の日常生活の自立を助け、介護予防を 

目的に活動しています。 

10月 

20日☆コスモスお花見遠足   

   （鹿児島市都市農業センター） 

   ※上町福祉館に 9時集合 雨天決行 

 9日☆創作 

23日☆交流会の準備 

11月 

17日☆親子ふれあい遊び 

    ☆保健師のお話  

☆紙芝居屋さんごっこ 

13日☆東部保健センター交流会 

      （中央公民館） 

20日（第３金曜日）☆健康講話 

12月 

15日☆親子ふれあい遊び 

     ☆クリスマス会 

☆ブラックシアター 

4日（第１金曜日）☆健康講話 

１8日（第３金曜日）☆出前トーク 

     （みんなで支える介護保険）  

成年後見センターにご相談ください 

  認知症や知的障害、精神障害等の理由で判断能力の不十分な方々が、自分らしく 

安心して暮らすことができるよう「成年後見制度」に関する相談や、制度の利用支援を 

行っています。皆様の身近でお困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。 

 〇相談例 

・親が認知症になり、施設費を支払うため親名義の定期預金を解約したいが、 

      後見人等以外はできないと言われた。 

・親亡き後の知的障害のある子供の将来が心配である。   

     ・将来、自分が認知症になったときに誰が支えてくれるか心配である。 

         鹿児島市成年後見センター ℡ ２１０－７０７３ 

           （かごしま市民福祉プラザ 4階） 
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 ふれあい子育てサロン 10時～ お達者クラブ 10時～ 

主な活動内容 
子育てに対する不安や悩み等の情報

交換の場を提供しています 

高齢者の日常生活の自立を助け、 

介護予防を目的に活動しています 

10月 
21日 ☆親子ふれあい遊び 

☆親子ヨガ 

10日 ☆健康講話 

24日 ☆交流会準備 

11月 
18日 ☆芋ほり（八重山農園） 

※上町福祉館に集合 

7日 ☆交流会（中央公民館） 

14日 ☆交流会反省会 

12月 
16日 ☆親子ふれあい遊び 

☆クリスマス会 

4日 ☆すこやかチェック 

19日 ☆音楽療法 

1月 
20日 ☆パネルシアター 

     ☆節分の会 

8日 ☆お正月遊び 

23日 ☆保育園との交流 

2月 
17日 ☆親子ふれあい遊び 

☆ひな人形制作 ☆人形劇 

13日 ☆年間計画 

27日 ☆健康講話 

3月 
17日 ☆親子ふれあい遊び 

☆絵本読み聞かせ 

13日 ☆創作 

27日 ☆年間反省 

 

 ふれあい子育てサロン 10時～ お達者クラブ 10時～ 

主な活動内容 
子育てに対する不安や悩み等の情報

交換の場を提供しています 

高齢者の日常生活の自立を助け、 

介護予防を目的に活動しています 
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21日 ☆親子ふれあい遊び 

☆親子ヨガ 

10日 ☆健康講話 

24日 ☆交流会準備 

11月 
18日 ☆芋ほり（八重山農園） 

※上町福祉館に集合 

7日 ☆交流会（中央公民館） 

14日 ☆交流会反省会 

12月 
16日 ☆親子ふれあい遊び 

☆クリスマス会 

4日 ☆すこやかチェック 

19日 ☆音楽療法 

1月 
20日 ☆パネルシアター 

     ☆節分の会 

8日 ☆お正月遊び 

23日 ☆保育園との交流 

2月 
17日 ☆親子ふれあい遊び 

☆ひな人形制作 ☆人形劇 

13日 ☆年間計画 

27日 ☆健康講話 

3月 
17日 ☆親子ふれあい遊び 

☆絵本読み聞かせ 

13日 ☆創作 

27日 ☆年間反省 

 

 ふれあい子育てサロン 10時～ お達者クラブ 10時～ 

主な活動内容 
子育てに対する不安や悩み等の情報
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27日 ☆年間反省 

 

 ふれあい子育てサロン 10時～ お達者クラブ 10時～ 

主な活動内容 
子育てに対する不安や悩み等の情報

交換の場を提供しています 

高齢者の日常生活の自立を助け、 

介護予防を目的に活動しています 

10月 
21日 ☆親子ふれあい遊び 

☆親子ヨガ 

10日 ☆健康講話 

24日 ☆交流会準備 

11月 
18日 ☆芋ほり（八重山農園） 

※上町福祉館に集合 

7日 ☆交流会（中央公民館） 

14日 ☆交流会反省会 

12月 
16日 ☆親子ふれあい遊び 

☆クリスマス会 

4日 ☆すこやかチェック 

19日 ☆音楽療法 

1月 
20日 ☆パネルシアター 

     ☆節分の会 

8日 ☆お正月遊び 

23日 ☆保育園との交流 

2月 
17日 ☆親子ふれあい遊び 

☆ひな人形制作 ☆人形劇 

13日 ☆年間計画 

27日 ☆健康講話 

3月 
17日 ☆親子ふれあい遊び 

☆絵本読み聞かせ 

13日 ☆創作 

27日 ☆年間反省 

 


