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街頭での募金活動
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赤い羽根共同募金運動へのお願い
　市民の皆さまには、かねてから県共同募金会鹿児島市支会並びに鹿児島市社会福祉協議会に対しまし
てあたたかいご支援、ご協力をいただき、誠にありがとうございます。
　また、このたびの東日本大震災に伴う義援金につきましては、街頭募金や市社協の窓口、募金箱に義
援金を寄せてくださいました皆さま、ボランティアとして募金活動にご協力をいただきました皆さま、
本当にありがとうございました。改めまして御礼申し上げます。
　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。
　平成２２年度は、鹿児島市支会で６，２３９万円のたくさんの募金が寄せられました。
　この「じぶんの町を良くするしくみ」である赤い羽根共同募金に対しまして、皆さまから寄せられま
した善意は、市社協が行う地域福祉の向上を図るための事業や市内の福祉団体などの活動に幅広く活用
されております。各助成事業については、この社協だよりで詳しくご紹介しておりますので、ぜひご覧
ください。〔⑵～⑷面に関連記事〕
　今年度も、皆さまのあたたかい善意を赤い羽根共同募金にお寄せくださいますよう、よろしくお願い
申し上げます。

社会福祉法人鹿児島県共同募金会 鹿児島市支会　支会長　大平 和久
（鹿児島市社会福祉協議会　会長）　　　　　
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種 別 一 般 募 金 歳末たすけあい募金 合 　　　計 21　年　度
戸 別 募 金 44,738,693 — 44,738,693 46,222,011
街 頭 募 金 1,491,237 2,614,029 4,105,266 4,326,597
法 人 募 金 7,897,523 141,000 8,038,523 9,036,761
学 校 募 金 1,125,301 536,057 1,661,358 1,844,366
職 域 募 金 2,231,656 160,000 2,391,656 2,633,597
そ の 他 募 金 998,756 457,439 1,456,195 1,425,144
合 計 58,483,166 3,908,525 62,391,691 65,488,476

皆様方からのあたたかい善意に心から感謝します！
平成22年度　鹿児島市支会での募金実績 総額 62,391,691円

みなさまからお寄せいただいた募金は、すべて鹿児島県共同募金会に納入いたしました。

※その他募金は、募金箱を老人クラブ、ボランティア団体、店舗等に設置させていただき、ご協力いただいた募金などです。

〔内訳〕

○平成２３年度　県共同募金会から鹿児島市社会福祉協議会等への助成　 ４４，８３０千円
 ①平成２３年度に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・・・３３,１４９千円

平成２２年度共同募金の実績、助成

児童福祉・ふれあい子育てサロン活動 3,877千円
・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 220
・交通遺児等 ( 小・中・高等学校 ) 入学祝い金贈呈事業 110

高齢者福祉活動 4,288千円
・単位老人クラブへ助成 3,450
・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 638

障害者福祉活動 1,150千円
・市手をつなぐ育成会へ助成 900
・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

地域福祉育成・援助活動 23,834千円
・校区社協活動助成事業 10,504
・校区社協連絡協議会運営事業 253
・町内会等への地域福祉活動助成事業 4,800
・社協広報事業 2,094
・福祉功労者表彰事業 441
・福祉ふれあいフェスティバル事業（市と共催） 2,962
・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 610
・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
・エンゼル聴導犬協会へ助成 30
・福祉団体等大会開催費助成 70
・移送援護事業 70
・災害見舞品事業 50
・地域福祉活動計画事業推進事業 700

募金の流れ募金の流れ

募金 
県共同募金会 
鹿児島市支会 

県共同募金会

配分委員会 

市社協 

町内会 
福祉施設

 
歳末たすけあい
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②平成２3年度に県共同募金会から市内の福祉施設、町内会等に直接助成される
もの・・・7,773千円

地域福祉活動支援（公募）事業 ( ８団体 ) 1,120千円
（相談会・講座等の開催、運営経費など）

・紫原独居老人給食会 60
・日本リウマチ友の会鹿児島県支部 100
・おはなし畑マーヤ 192
・日本てんかん協会鹿児島県支部 168
・鹿児島要約筆記サークルやまびこ 120
・全国心臓病の子どもを守る会鹿児島県支部 300
・NPO 鹿児島ボラネット 80
・精神保健福祉ボランティアサークルゆめの実 100

社会福祉施設整備事業 ( ３団体 ) 1,673千円
（製氷機、車輌 など）

・就労支援センターたんぽぽ 267

・ゆうあいの郷伊敷作業所 200

・千草寮 1,206

新 安心・安全福祉のまちづくり支援事業　　２８団体　　4,980千円
〔掲示板や公民館備品整備 ( 机、イス、畳、放送設備 ) の整備 など〕

・新照院町内会 285 ・池田自治公民館 95
・仁田尾後自治公民館 196 ・山蔭自治公民館 95
・草牟田町内会 287 ・下直木自治公民館 95
・紫原五丁目町内会 300 ・向原自治公民館 95
・緑ヶ丘県住会 285 ・直木住宅自治公民館 95
・甲突自治会 100 ・直木西自治公民館 95
・大原本公民館 95 ・東昌寺自治公民館 95
・賦合自治会 190 ・山方自治公民館 95
・入佐地域町内会 190 ・小中原自治公民館 75
・茄子田自治会 95 ・上花棚町内会 285
・伊敷宇都町内会 190 ・春山町内会 200
・上西之谷町内会 95 ・中別府町内会 285
・城山団地南部町内会 285 ・城山団地北部町内会 300
・桜ケ丘五丁目町内会 292 ・田辺町内会 190

③歳末たすけあい募金の助成金として平成２２年12月に実施したもの・・・3,908千円
　・在宅で寝たきりの高齢者への年末見舞品贈呈（敷パッド、靴下）　　　　2,075
　・在宅重度中度心身障害児（１級・２級）への年末見舞金贈呈　　　　　　1,833

赤い羽根共同募金、東日本大震災義援金に関するお問い合わせは、
鹿児島県共同募金会鹿児島市支会（市社協総務課内）
電話 ２２１−６０７０（内線4033）
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　平成22年度に表彰・感謝状を受けられた方々です。心からお祝いと感謝を申し上げます。

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・感謝状が贈られました。( 敬称略 )

・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
・鹿児島県共同募金会会長表彰

　　　  　幾村　清徳　　　　　 志風　勉　　　　　　田中　肇　　　　　　　鮫島　俊夫
　　　  　福山上自治公民館　　 中名中集落会　　　　小池地域公民館
・鹿児島県共同募金会会長感謝状

新　恵美子
太陽の子幼稚園 明和中学校 谷山中学校 鹿児島大学附属中学校
鹿児島純心女子中学校・高等学校 樟南高等学校 鹿児島実業高等学校
㈱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
㈱カミチク ㈱タイヨー 鹿児島興業信用組合 大福コンサルタント㈱
㈱山形屋 三洋工機㈱ ㈱九電工鹿児島支店 ㈱ゼネラルエンヂニヤリング
㈲宮永企業 高島屋開発㈱ スナックじぞうかど 特別養護老人ホーム清溪園
㈱遊湯館 ひかり眼科 南国タクシー㈱ 健生会あんびる病院
光山町内会青壮年部 ㈳鹿児島共済会南風病院
鹿児島ハイドン協会 鹿児島市郡山地区老人クラブ協議会
㈳鹿児島県建設業協会 ㈳鹿児島県建設業協会鹿児島支部
南鹿児島建設業協同組合 ㈳鹿児島県ビルメンテナンス協会
㈳鹿児島県建築協会 ㈶鹿児島県農協役職員共済会
鹿児島市管工事協同組合 JA 鹿児島県連・関連会社役職員一同
鹿児島県庁職員一同 鹿児島市役所職員一同

・鹿児島市社会福祉協議会会長感謝状

上床自治公民館 柳町西町内会 中名中集落会 瀬々串中集落
西紫原台町内会 岩崎町内会 大原心友公民館 福山上自治公民館
東麓上自治公民館 表郷町内会 二俣地域公民館 入田本坊自治公民館
饅頭石自治会 米倉集落 東秀自治会 玉里団地西第三町内会
仮屋崎自治会 上西町内会 山蔭自治公民館 伊敷団地六区町内会
宇宿町下二町内会 みどり会 中名下集落会 伊敷ニュータウン北町内会
スナックじぞうかど ㈳鹿児島県建築協会 ㈱九電工鹿児島支店

理事28名

大平　和久（支会長） 海江田　順三郎（副支会長）米山　昭規（副支会長） 牛島　久仁孝（副支会長）四元　正二（常務理事）

米盛　孝一 新里　道明 中村　仁 川畑　浩 大口　哲次
松元　弘子 秋元　茂行 水流添　義郎 藤﨑　久己 西元　照清
中村　正人 児島　照文 東　洋一 平瀬　恍 米澤　弘太郎
田所　泰博 口ノ町　保江 赤星　貴子 竹元　明 川田代　勝彦
辛島　朝子 藤田　幸雄 松永　範芳

監事２名

竹之内　一弘 麻井　文博

共同募金表彰者のご紹介

鹿児島県共同募金会鹿児島市支会の新役員の紹介
　平成23年６月29日に役員改選があり、下記のとおり選任されましたので、お知らせいたします。

　任期は、平成23年７月１日から、平成25年６月30日までとなります。



かごしま市社協だより　第105号

（5）

（内訳）

窓口での受付（市民・団体・企業等） 7,833,279円

街頭での募金活動（４月〜８月実施分） 2,436,593円

募金箱 １,329,809円

鹿児島市社会福祉協議会職員募金 923,577円

　城西福祉館は、市内で６番目の地域福祉館として建設さ

れ、今年で開館34年目を迎えております。当福祉館は、鹿

児島市が実施している原良第三地区土地区画整理事業の施

工区域内にあり、今後、施設の建て替えが予定されている

ところです。

　町内会、高齢者クラブ等の会合や市民の皆様の趣味教養

活動の場としての利用をはじめ、地域住民の福祉の増進と

連帯感を高める為に幅広くご利用いただいております。

　　所在地：薬師２丁目２１−４０（花岡通バス停から徒歩５分）

　　電　話：２５４−９３７６

　　　【発足年月日】昭和４８年９月１日

　　　【世　帯　数】２２９１世帯

　去る５月末、緑ヶ丘会館に於いて小地域ネットワークの構築を

目指して福祉の発表会を実施し、関係機関の４８名が参加しまし

た。発表会では、友遊館の中森理学療法士さんと、グループホー

ムみどりの宇宿介護専門

員さんのお二人に福祉の

増進について実践発表を

していただきました。

　子育てサロンは、平成１６年から実施しており、竹之内・高田

両主任児童委員の企画で推進しています。校区内の４保育園の

先生方のあたたかいご指導で、子ども達の明るい声が、部屋

いっぱいに溢れております。

　県共同募金会鹿児島市支会（市社協）では、東日本大震災義援金について、窓口での受け付けや募金

箱の設置、また、多くの民生委員児童委員の皆様や学校の児童・生徒さん等のご協力による街頭での募

金活動を行い、被災者に対する支援活動に積極的に取り組んで参りました。

　これまでに集まった義援金は、全額、鹿児島県共同募金会及び中央共同募金会を通じて、被災者の

方々に届けられます。義援金にご協力くださいました皆様、誠にありがとうございました。

計　１2,523,２58円　（平成23年8月22日現在）

〜城西福祉館〜
地域福祉館の紹介

川上校区社協紹介

東 日 本 大 震 災 義 援 金 に つ い て
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日時：平成23年10月９日（日）１０：00 〜 15：00
場所：中央公園
内容：ボランティア活動のステージ発表やボランティア推進校の表彰など、盛りだくさんです！

高齢者福祉センター東桜島
講　座　名 日　時 開　講　日 定　員 対象・受講内容

健康レクリエーション
講座（全７回）

第１・３
火曜日

（10:00～ 11:30）
11/ １（火） 20

◇対　象　市内住居する60歳以上の方
◇期　間　H23年11月～H24年2月
◇受講料　無料（但し、教材費必要時は
　　　　　　　　受講者負担となります）

健康体操講座（全７回）
第２・４
火曜日

（10:00～ 11:30）
11/ ８（火） 20

◇申込方法　往復ハガキ（１講座につき1枚）に、希望講座・住所・氏名・年齢・性別・生年月日・電

話番号を記入してください。

◇申込期間　平成23年10月22日（土）必着（定員を超えた場合は抽選）

　デイサービスセンター与次郎では、５月は野外活動で「花

かごしま２０１１」の見学や演芸ボランティア団体の協力

による「誕生会」、また６月は「歯科指導」など年間を通し

て季節に応じて様々な催しを行っております。

　「デイサービスセンター与次郎」で楽しい一日を過ごし

てみませんか！！

高齢者デイサービスセンター与次郎利用案内

誕生会のようす

ボランティアコーナー

教養講座受講生募集

第１２回 ボランティアフェスタ　～ボランティアで心の絆を深めよう～

第２０回記念 福祉ふれあいフェスティバル（鹿児島市と共催）

２０１１サマーボランティア体験の様子

日時：平成23年11月13日（日）9：45 〜 15：00
場所：鹿児島アリーナ・永吉中央公園・アミュ広場

　今年も市内７４か所の福祉施設のご協力により約５７０人の方々が体験に参加し

ました。

　サマーボランティア体験とは、小学校から大学までの児童・生徒・学生の皆

さんが、夏休みに保育所や老人ホーム・障害者施設などでボランティア体験を

することにより、活動の楽しさや喜びを知り、福祉の心を育みこれからのボラ

ンティア活動のきっかけにしていただこうと市社協ボランティアセンターが実

施している事業です。

「健康体操講座」
のようす

◇お申込・お問い合わせ先
〒891-1543　鹿児島市東桜島町720番地
鹿児島市高齢者福祉センタ−東桜島　電話221-2081

介護保険の認定を受けられている方は、利用できます。
詳しくは、お問い合わせください。
（お問い合わせ）高齢者デイサービスセンター与次郎
　　　　　　　　電話：２５０－３３１１
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　市社協では、職員が市民の皆様の集会等にお伺いし、社協の事業（下記のテーマ）についての説明や
講座を実施しております。希望される団体は、電話又は市社協ホームページでご確認のうえ、お申し込
みください。

　　テーマ
１．共同募金に関すること　　　　　　　　　　　10．訪問介護等事業に関すること
２．地域福祉活動計画に関すること　　　　　　　11．訪問入浴介護事業等に関すること
３．校区社協活動に関すること　　　　　　　　　12．生活福祉資金に関すること
４．見守りネットワーク活動に関すること　　　　13．地域活動支援センターに関すること
５．ふれあい・子育てサロン事業に関すること　　14．通所介護事業に関すること
６．福祉サービス利用支援事業に関すること　　　15．訪問給食事業等に関すること
７．地域福祉館事業に関すること　　　　　　　　16．市社協の施設について
８．ボランティアに関すること　　　　　　　　　17．その他市社協の事業に関すること
９．居宅介護支援事業に関すること

社 協 出 前 講 座 （お問い合わせ）
　総務課　電話：221−6070

　〜「社協活動の？」〜 にお答えします。

（平成２３年６月７日〜平成２３年７月２０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。皆様の温かいご支援に心から感謝申し上げます。ありがとうございました。

法人特別会員・法人会員のご紹介

【法人特別会員】

【法人会員】

㈱昴 ㈱海幸 ㈱南防 ㈲丸商 旭交通㈱ ㈱有村屋
㈱鹿大丸 ㈱桂造園 ㈱上塘組 ㈱南日本銀行 ㈱新生組 ㈱積善社
㈲地球堂 ㈱冨迫組 ㈱野添組 フタバ㈱ ㈱文化社 ㈱前田組
㈱山形屋 ㈱アイテム 鮎川建設㈱ ㈲有田産業 石原産業㈱ 石丸製麺㈲
森口病院 杏渓会 柿木病院 内村建設㈱ ㈱江口土木
㈲トップ商事 ㈲渕上事務器 鹿児島県医師会 鹿児島市医師会 鹿児島信用金庫
㈱川崎塗料 ㈱九州工機 協立商事㈱ ㈱健康の森 参天会
三洋工機㈱ ㈲昭栄工業 ㈱勝利商會 ㈲水交設備 ㈱大慶建設
中央建設㈱ ㈱知覧茶園 天保山調剤薬局 ㈱東条設計 長島商事㈱
南国交通㈱ 南生建設㈱ ㈱西原商会 日進印刷㈱ 日本ガス㈱
㈱美創産業 アイワ工業㈱ ㈱本坊商店 丸天建設㈱ 丸福建設㈱
㈱ミタデン ㈱森山建設 アイテック㈱ ㈱アクトリー 鹿児島酒造㈱
鹿児島製茶㈱ 鹿児島米穀㈱ ㈲桜島清掃社 ㈱サニタリー 三洋ハウス㈱
十文字工業㈱ ㈲親和熱水研 学校法人時任学園 ㈱三純建設 ㈱増田勇建設
㈲鹿児島ワンダー社 マルセ工販㈱ 朱雀会 仁クリニック 森税務会計事務所
㈱アーステクノ ㈱イースト朝日 学校法人池田学園 鹿児島興業信用組合
鹿児島相互信用金庫 鹿児島水処理㈱ ㈱鹿児島有恒社 上村石油ガス㈱
㈱霧島町蒸留所 ㈱ジェイテック 情報機器販売㈱ ㈱南日本薬剤センター
日本ガス住設㈱ ㈱日立システム九州 ㈱イタヤマ事務機 ㈱コーアガス日本
㈱中礼義肢製作所 ㈲つばめタクシー ㈱エーコープ鹿児島 ㈳鹿児島県建築協会
鹿児島市管工事協同組合 ㈳鹿児島市薬剤師会 鹿児島トヨペット㈱ ㈱鹿児島保健研究所
千石ビル管理綜合㈱ 正興 IT ソリューション㈱ ㈱アジア技術コンサルタンツ ㈶鹿児島県農協役職員共済会
鹿児島くみあい食品㈱ ㈶東風会　三船病院 マルエーフェリー㈱ 南鹿児島建設業協同組合
介護老人保健施設さくらんぼ 鹿児島自動車工業協同組合 ㈳鹿児島精神衛生協会 鹿児島ヤクルト販売㈱
日本ガスエネルギー㈱ 清泉会　伊集院病院 大福コンサルタント㈱ ㈱トータルハウジング
㈳鹿児島市歯科医師会 ㈱南日本総合サービス 隆成会　隆成会病院 かごしま環境サービス㈱
㈱ベアーズセキュリティ キョーエイエステック㈱ 柴心会　内科柴田病院 ㈱日建サービスセンター
㈱南九州ファミリーマート あおい会　内村整形外科 ㈳鹿児島共済会　南風病院 鹿児島県美容生活衛生同業組合

徳洲会　鹿児島徳洲会病院 ㈱南日本ビジネスサービス 草清会　いいだクリニック
松柏会　Tsukasa HealthCare Hospital 三楽会　ほかぞのクリニック ㈳鹿児島県建設業協会鹿児島支部

パナソニック電工エンジニアリング㈱九州支社 あいおいニッセイ同和損保㈱㈲久永二官橋　

㈱常電 ㈱南和 丸三㈱ ㈱有迫組 石井薬局㈱ ㈱栄電社
カクイ㈱ ㈱共進組 斯文堂㈱ ㈱下堂園 ㈲誠建舎 ㈱南光堂
㈱南電工 ㈱ハルタ 藤井酒店 ㈱悠善社 ㈱朝日印刷 安楽電気㈱
㈱イシタケ ㈱エコロン ㈱大津倉庫 川畑電気㈱ ㈱九州新城 ㈲くろいわ
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喜入支部移転のお知らせ
　現在、マリンピア喜入で業務を行っている喜入支部並びにボランティアセンター喜入は、平成
２３年１０月２４日（月）から新鹿児島市喜入支所庁舎の２階で業務を行います。
[ 移転後の事務所所在地 ] 
〒８９１−０２０３　鹿児島市喜入町７０００番地　鹿児島市喜入支所内　２階
　　　　　　　　　　電　話：３４５−０２２１　　ＦＡＸ：３４５−０２０１

（平成２３年６月７日〜平成２３年７月２０日受付分）
　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、ご寄付をいただいた方々をご紹
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ご芳志は、住み慣れた地域でだれもが安心して暮らせる福祉のまちづくりをめざす市社協
の活動の貴重な財源となっております。今後とも、皆様の善意をお寄せいただきますようお願い申し上げます。

寄 付 者 の ご 紹 介

本　　部　 　平田　昇　　 様　 　　下尾　恵美子　 様　　　 小倉　正子　 様
松元支部　 　新穂　和子　 様　　 　小原　洋子　　 様
吉田支部　　 江夏　知一　 様
桜島支部　 　藤崎　豊喜　 様

【一般寄付】（チャリティやバザー、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）

全山形屋労働組合　様
有馬　礼子　様
山内　一人　様

鹿児島県太極拳連盟　様 前田　昭子　様

【香典返し寄付】（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）

㈱コピオン 三九運輸㈱ ㈲サンケイ 三州産業㈱ 三和食品㈱ ㈱上東建設
城山観光㈱ ㈱親和電機 ㈱センコウ 大成空調㈱ ㈱タイフク ㈱立石食品
㈲谷元商店 中央工業㈱ 春和会 中外電工㈱ 津曲工業㈱ ㈲寺師産業
堂園設計㈱ 中川運輸㈱ ㈱ナカムラ ㈲南光産業 南国殖産㈱ 南国輸送㈱
南州殖産㈱ ㈱南和産業 ㈱ニシムタ ㈲西山建設 ㈱肥後産業 ㈱久永建装
㈱深野木組 富士運送㈱ ㈱芙蓉商事 ㈲益山土木 ㈱松葉電設 ㈱吉田経営
和田印刷㈱ 藤田眼科 鹿児島青果㈱ ㈲鹿児島清掃 ㈱鹿児島放送 ㈱河野工業所
サツマ薬品㈱ ㈲鮫島写真館 ㈱三反田設計 高島屋開発㈱ ナカオ食品㈱ ㈱ハダ工芸社
文進社印刷㈱ ㈲まこと産業 ㈱南九州電設 メガネのふじ ㈱森山タイル ㈲吉野屋紙店
鹿児島商工会議所 ㈲一番堂ハンヤ オーケー電機㈱ ㈱鹿児島カード 鹿児島南警察署 鹿児島リース㈱
上村海運建設㈱ 喜入クリニック 九錦設備工業㈱ ㈲三昭電気設備 新生冷熱工業㈱ ㈱スカイパーク
全国警備保障㈱ 大東海運産業㈱ ダイヤテック㈱ 帝国倉庫運輸㈱ 南国産業開発㈱ 南国タクシー㈱
㈱ハマテックス ㈱フェニックス 南九州スバル㈱ ㈱南日本新聞社 ㈱明興テクノス 山元新栄地質㈱
㈲横瀬造園土木 ㈲アイム小川会計 インフラテック㈱ 鹿児島共同倉庫㈱ ㈱鹿児島建設新聞 常清会
鹿児島日産自動車㈱ ㈱日本電業 旭工業㈱ 一誠会　三宅病院 ㈱南九州冷熱サービス
鹿児島中央警察署 ㈲上村モータース ゲンプラン設計㈱ ㈲甲南メディカル ㈱さくら医療器械
中央ロード工業㈱ 日通鹿児島運輸㈱ ㈱メルヘンスポーツ ㈴明石屋菓子店 永寿会　永田外科
鹿児島県経営者協会 ㈲鹿児島車体工業所 鹿児島テレビ放送㈱ 鹿児島ビル不動産㈱ ㈱鹿児島読売テレビ
㈱スズキ自販鹿児島 全労済鹿児島県本部 山形屋パーキング㈱ ㈲吉徳福祉機器販売 ㈱イシダハカリタナカ
㈱オートパーツ伊地知 ㈱中原別荘 かこい特許商標事務所 鹿児島綜合警備保障㈱ 鹿児島トヨタ自動車㈱
㈲大仁測量設計事務所 ネッツトヨタ鹿児島㈱ ㈱久永コンサルタント ㈱プリンティング三州 （社福）紫原福祉会
南日本新聞上町販売所 日本たばこ産業㈱鹿児島支店 井料メンタルクリニック ㈲伊牟田コンピューター会計
㈱ガードシステム鹿児島 ㈳鹿児島県看護協会 ㈱鹿児島視聴覚センター 鹿児島市ホテル旅館組合
鹿児島中央地下駐車場㈱ 鹿児島寺岡オートドア㈱ 健翔会　新町病院 ジェイドガーデンパレス

司誠会　野上病院 （社福）正栄会　愛泉園 トヨタカローラ鹿児島㈱ ㈱パルコーポレーション
ホテルパレスイン鹿児島 本場大島紬織物協同組合 鶴丸会　鶴丸歯科医院 有隣会　伊敷病院
㈱アイオイ・プロフォート 鹿児島サンロイヤルホテル 鹿児島電気工事業協同組合 ㈱建設技術コンサルタンツ
三州技術コンサルタント㈱ 東海東京証券㈱鹿児島支店 放射線科田之畑クリニック ㈱南九州エービーシー商会
㈱南日本商事　喜入営業所 ㈱南日本新聞開発センター オリエント産業㈱南九州支店 ㈶鹿児島県環境技術協会
㈳鹿児島県環境保全協会 九州労働金庫　鹿児島県本部 碩済会　吉田温泉病院 ㈱新日本技術コンサルタント

清心会　内科市来医院 ㈱ゼネラルエンヂニヤリング 大和ハウス工業㈱鹿児島支店 鹿児島情報高等学校
今村恵子社会保険労務士事務所 ㈶鹿児島土地区画整理協会 共栄火災海上保険㈱ 南九州支店

紘淳会　とまり泌尿器科 友心会　福元クリニック ㈳鹿児島県消防設備安全協会
鹿児島県信用漁業協同組合連合会 鹿児島県土地改良事業団体連合会 厚仁会  肥後クリニック

秀愛会　沖野循環器科病院 猪鹿倉会　パールランド病院 ㈶九州電気保安協会鹿児島支部
九州南部たばこ販売協同組合連合会 税理士法人　徳留・岩元会計事務所 友志会　くわはたクリニック

光智会　産科婦人科のぼり病院


