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会 長 あ い さ つ
社会福祉法人　鹿児島市社会福祉協議会会長　大平 和久

　あけましておめでとうございます。皆様方におかれましては、清々しい新春をお迎え
のことと存じます。
　はじめに、昨年の東日本大震災により被災された皆様に、心からのお見舞いを申し上
げますとともに、一日も早く復旧、復興が進み、平穏で安心して暮らせる日が訪れるこ
とを心から願っております。

　さて、各地域の校区社会福祉協議会が主催し、民生委員児童委員やボランティアの皆様にご協力をい
ただきながら実施しております市社協の「ふれあい・子育てサロン推進事業」は、全国的に高く評価さ
れ、他の範となるものとして、このたび、全国社会福祉協議会会長表彰（優良社協）を受賞いたしまし
た。関係の皆様のご尽力に、深く感謝申し上げます。
　この受賞を弾みとし、地域福祉を更に推進するために、今後とも、「誰もが安心して暮らせる福祉の
まちづくり」を目指して、様々な事業、活動に積極的に取り組んで参る所存であります。
　皆様には、本年も、市社協の運営や赤い羽根共同募金運動等に対しまして、あたたかいご協力、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、この一年が皆様にとりまして、ご健康で幸多い年でありますよう祈念し、新年のごあ
いさつといたします。

今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〕秋元	茂行、米山	昭規、北方	耕藏　〔常務理事〕四元	正二
〔理事〕市來	久子、水流	洋、平瀬	恍、米元	憲治、遠矢	四男、松田	政信、今村	清美、永山	惠子、藤田	幸雄、清原	浩
〔監事〕西郷	幸夫、竹之内	一弘、麻井	文博　〔事務局〕職員一同
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№ 地域 校区社協名 場所 曜日・開始時間 担当者・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 〜 福元 294-5211 宮竹 243-7179

3 吉野東 吉野東福祉館等
第４水

（9・11･12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４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 前本 253-2589
9

城西

草牟田 草牟田町内会公民館 第４水  　9:30 〜 新山 225-1288 河野 239-2271
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 坂元 229-6268
12 西田 城西福祉館 第２火 10:30 〜 福山 255-6268 市谷 250-4763
13

武
田上

武岡地域 武岡福祉館 第１金 10:00 〜 大石 282-0979 橘木 281-0128
14 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 〜 藤田 264-6054 森 275-4174
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 〜 木原 252-7476 出木場 254-1222
18

鴨池

荒田 荒田１丁目公民館 第３水 10:00 〜 外 256-5946 高山 254-7021
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
27

谷山

谷山 谷山福祉館 第２火 10:00 〜 大山 269-6624 森 268-8722
28 西谷山 西谷山福祉館 第１火 14:00 〜 柿本 090-5285-2438 鳥越 260-7779
29 東谷山 東谷山福祉館 第１水 10:00 〜 音野 267-5558 国本 269-3580
30 清和 東谷山福祉館 第４木 10:00 〜 山崎 269-1505 芝野 267-0870
31 和田 和田福祉館 第３木 10:00 〜 永田 268-0317 山野 261-1377
32 福平・平川 福平福祉館 月１回 10:00 〜 麓 261-9776 平山 261-2384
33 中山 谷山北福祉館 第２火 10:00 〜 上野 264-0933 山下 267-6123
34 桜ヶ丘地域 桜ヶ丘福祉館 第４火 10:00 〜 六反田 821-0505 東 264-5016
35 星峯西・星峯東 星ヶ峯福祉館 第４火 10:00 〜 南 265-3053 田中 265-2739
36 皇徳寺・宮川 皇徳寺福祉館 第２金 10:00 〜 貴堂 265-6619 横山 265-1391
37 錦江台 坂之上福祉館 第３金 10:00 〜 高塚 261-4773 鮫島 284-2773
38

吉田
本名 本名校区コミュニティセンター 第２水 10:00 〜 川畑 294-4152 朝倉 294-4828

39 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
40 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
41 桜島 桜島地域 桜島保健センター 第３火 10:00 〜 久米 293-4653 北村 293-2581
42

松元
松元・東昌 松元公民館 第４水 10:00 〜 岩城 278-1031 馬込 278-2324

43 春山 馬場自治公民館 第２金 10:00 〜 野間口 278-1613 児島 278-3510
44 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
45 郡山 郡山地域 郡山児童センター 第４木 10:00 〜 愛甲 298-2419 福田 298-7950
46

喜入
喜入 善行寺 月 ( 月２回 ) 10:30 〜 亀井 345-0032 川上 345-3473

47 中名 中名校区公民館 第１･ ３水 10:00 〜 釜付 345-1876 今別府 345-0479

ふれあい・子育てサロン
楽しい子育て、地域で応援しています。お気軽にご参加ください！

ふれあい・子育てサロンとは？
　０歳〜３歳くらいまでの子供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、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います。

● 七夕やクリスマス、ひなまつりなど、子ども達が喜ぶ行事もいっぱいあります。

＊主催：校区社会福祉協議会（小学校区ごとに設置されている社会福祉協議会です）

＊日程・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へ確認してからご参加ください。

詳しくは、市社協 地域福祉推進課　℡２２１−  ６０７０
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　１０月９日（日）に、鹿児島市山下町の中央公園で、第

１２回ボランティアフェスタを開催いたしました。今回

は、「ボランティアで心の絆を深めよう」をテーマに、

ステージ発表や学習・体験コーナー、パネル展示コー

ナー、模擬店・フリーマーケットなどの多彩な催しを通

して、約１万人の市民の皆さんやボランティア関係者の

方々が交流を深め、盛会のうちに終了しました。

　当日のフェスタ運営においても、多くのボランティア

の方々にご協力をいただきました。ボランティアのみな

さん、参加団体のみなさんに、心から深く感謝申し上げ

ます。誠にありがとうございました。

ボランティアコーナー

〜ボランティア推進校
　　　　　　　表彰式〜

〜第１２回ボランティアフェスタを開催しました〜
ご来場ありがとうございました！！

　市社協では、ボランティア活動の推進にご協力いただく学
校を「ボランティア推進校」として指定しています。各校の
実情や地域の特性に応じて様々なボランティア活動に取り組
んでいただいており、市社協はその活動の支援を行っています。

　ボランティアフェスタの中で、「ボランティア推進校表彰式」を行い、ボランティア活動に熱心に

取り組んでこられたボランティア推進校１５校を表彰いたしました。

　中でも特別表彰を受賞した鹿児島女子高等学校の活動は、９８校ある推進校の中でも特に顕著で、

部活動を中心に福祉施設や公共施設での活動のほか、地域行事や各種イベントなどで様々な活動に取

り組んでこられました。

受賞おめでとうございます。
《特別表彰》（１校）
　鹿児島女子高等学校

《表彰》（１４校）
　本城小学校、南方小学校、花尾小学校、郡山小学校、

　桜洲小学校、桜峰小学校、松元小学校、中名小学校、

　喜入小学校、前之浜小学校、一倉小学校、吉田北中学校、

　吉田南中学校、桜島中学校 特別表彰　鹿児島女子高等学校

子育てにこにこ広場

　市社協では、この度「ボランティア推進校プレート」を作成し、学校の玄関や校門付近に掲示して

いただくよう全てのボランティア推進校（９８校）にお届けしました。これは児童・生徒さんだけにと

どまらず、保護者の方や地域の方々にもボランティア推進校であることを知っていただき、ボランティ

ア活動の輪を一層広げようとするものです。ボランティア推進校でも「これで子どもたちにより一層

の自覚が生まれ、これまで以上にボランティア活動に積極的に取り組んでくれるでしょう」と好評です。

　原良校区社協は昭和５２年４月発足以来、試行錯誤を繰り返しながら
様々な活動をしてまいりました。介護講習会、子育てにこにこ広場、と
もしびグループによる高齢者見守り活動、児童クラブ・愛のふれあい会
食・お達者クラブ老人会等の支援など継続して行っています。なかでも、
平成１５年度より開講している年９回の「子育てにこにこ広場」は、参加
者も口コミで年々増え、平均３６組を超える盛況ぶりです。

校 区 社 協 の 紹 介 【発足年月日】昭和５２年４月1日

【世　帯　数】４９００世帯
〜原良校区社協〜
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介護（予防）サービスを利用するにはどうすればいいの？

困ったわ。腰が痛くて自分で家事ができない。

　介護サービスを受けようとする方は、介護認定審査会の判

定により、要支援・要介護の決定がなされると、様々なサー

ビスを利用することができます。

　まず自分が困っていることや、受けたいサービスを考えて

みましょう。

認定申請
　認定については、本人又は家族が市役所

の介護保険課の窓口に申請しますが、自分

でよく分らない場合は、地区の民生委員や

最寄りの地域包括支援センター、居宅介護

支援事業所にご相談ください。

※　地域包括支援センターや居宅介護支援

事業所は申請の代行も致します。

ケアプラン（介護・介護予防）
の作成
　要支援であれば、地域包括支援セン

ターが担当となりますので、お近くの

地域包括支援センターへご相談くださ

い。

　要介護であれば、居宅介護支援事業

所にご相談いただき、自分にあったケ

アプランの作成を行います。

（ケアプラン作成費は無料です。）

介護認定調査
　申請が受理されると、介護認定調査員が

初めに本人と面接し、身体状況等について

本人・家族等から聞き取り調査を行います。

また主治医の先生から身体状況について意

見書をいただきます。

介護サービスの利用
　ケアプランに基づいて、自分にあった

サービスの利用が開始されます。

・訪問介護（ホームヘルプサービス）

・通所介護（デイサービス）

・福祉用具貸与

・その他

（サービス提供事業所との契約が必要です。）

　原則として、利用者負担額は、費用の１

割負担となります。

認定結果の通知
　原則として申請から３０日以内に、市役

所から認定結果が通知されます。

　要支援・要介護と認定されれば、介護

サービスの利用が出来ます。

審査・判定
　認定調査及び主治医意見書等を基に一次

判定（コンピューター判定）及び二次判定

（介護認定審査会）が行われ、介護を必要

とする度合いが認定されます。

（非該当　要支援　要介護）
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居宅介護支援事業
　介護保険サービスを利用するためのケアプ

ランを作成します。

※ケアプラン作成費は無料です

事業所中央　　電話　219-3937

事業所谷山　　電話　210-2530

事業所吉田　　電話　294-3611

事業所喜入　　電話　343-5080

通所介護事業（デイサービス）
　センター内において、健康チェック、入浴、

食事、日常動作訓練、レクリエーションを行

います。

※利用料は費用の１割負担です。（食事代別）

高齢者デイサービスセンター

与次郎　　電話　250-3311

東桜島　　電話　221-2081

吉　田　　電話　294-2754

介護保険サービスについてのご相談は
　在宅福祉課　介護事業係まで　お気軽にお電話ください。

電話　２１９−３７００

訪問介護事業
　ホームヘルパーが利用者宅を訪問して、ケ

アプランに基づく身体介護や生活援助のお手

伝いをいたします。年中無休にて支援してお

ります。

※利用料は費用の１割負担です。

事業所中央　　電話　805-3820

事業所谷山　　電話　260-6410

訪問入浴介護事業
　職員が利用者宅に訪問入浴車でまいり、室

内で入浴サービスを提供いたします。温泉水

を利用し、月〜土に訪問します。

　看護師が入浴前、入浴後に健康状態のチェ

ックを行いますので安心です。

※利用料は費用の１割負担です。

訪問入浴介護事業所　　電話　248-6800

市社協でできる介護サービス

社 協 出 前 講 座 報 告

鹿児島市社会福祉協議会では次の介護サービスを行っております。

　９月15日（木）、真砂二区長寿会の皆様に「介護保険サービスの利

用について」というテーマで、社協出前講座を行いました。

　今回の講座では、職員手づくりの紙芝居を使用し、楽しく、わかり

やすい説明を心がけました。受講された多くの皆様から「わかりやす

くてよかった」「ユーモアがあって楽しかった」など、大変喜んでい

ただきました。

　このように、社協出前講座では、職員が皆様の会合等に出向き、社

協の事業や活動について、ご説明をいたします。

　講座を希望される方は、電話または社協ホームページで内容をご確

認のうえ、お申し込みください。（社協の管理する施設の窓口にはチ

ラシ、申込書が備えてあります。）

（お問い合わせ）総務課総務係
電話：221-6070

HP：http://www.dondon-net.or.jp/
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○心身障害者総合福祉センター（ゆうあい館）
～平成23年度　身体障害者パソコン講座募集のお知らせ～

　１０月１日（土）に開館４周年を記念して、「第４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・個人を

合わせて２０組・１６５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）を展示して、皆様方に鑑賞し

ていただきました。

　開館５年目を迎え、今後も皆様に、気持ちよく喜んでご

利用いただけるよう、運営に努めてまいります。

施設からのお知らせ
○高齢者福祉センター吉野　～第４回　生きがいとふれあいの祭り～　を開催しました。

吉野シャルウィダンスの皆さん

〔申込先〕鹿児島市心身障害者総合福祉センター（ゆうあい館）
　　　　　〒890-0067  鹿児島市真砂本町58－30 　（TEL）252－7900　（FAX）253－5332

（お問い合わせ先）
高齢者福祉センター吉野　住所：吉野町３２７５番地３　電話：２４４－５６８１

コース名 受講日時 時間 対象・受講料など

①聴覚障害者
　インターネット
　基礎コース

２/２～３/８
毎週木曜日
（全６回）

18:30 ～
20:30

内　容　インターネット操作の基本、文章作成、関数の使い方など

対　象　鹿児島市内に住む１８歳以上の身体障害者手帳を持つ方

　　　　①の講座→パソコンに興味のある方

　　　　②③の講座→基本操作（文字入力）のできる方

定　員　各コース６名（定員を超えたら抽選をします。）

受講料　無料

募集期間　平成２４年１月５日（木）～１月２０日（金）まで

②肢体不自由者・
　内部障害者
　ワード応用コース

１/２９～３/４
毎週日曜日
（全６回）

10:00 ～
12:00

③肢体不自由者・
　内部障害者
　エクセル応用コース

１/２９～３/４
毎週日曜日
（全６回）

14:00 ～
16:00

　吉野東福祉館は、昭和６１年４月にオープンし、今年で２７

年目になります。当福祉館は、吉野東小と吉野東中に隣接し、

緑豊かな環境に恵まれた場所にあります。

　昨年の１１月には、かねてから福祉館を利用されている趣

味・教養活動のサークルの皆様による演奏・演技の発表会と、

手作り品等の作品展示会を賑やかに開催しました。

　今年も多くの方々に福祉館をご利用いただき、地域の皆様

との出会い・ふれあいの場を広げていただければと思っており

ます。

　所在地：吉野町５１９２－５　電話：２４３－０９１７
　　　　　（吉野東中となり）

〜 吉野東福祉館 〜地域福祉館の紹介

発表会のようす
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（平成２３年７月２１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。皆様の温かいご支援に心から感謝申し上げます。

法人特別会員・法人会員のご紹介

【法人特別会員】

㈱南防	 黒木写真館	 ㈱勝建設	 ㈱大迫組	 ㈱木落建設
セイカ食品㈱	 阿久根建設㈱	 ㈱Ｍｉｓｕｍｉ	 ㈱フジヤマ
㈱大亜測量設計	 ケービー食品㈱	 合名会社　南邦商事	 ㈲つばめタクシー
鹿児島ライオンズクラブ	 ㈱九電工　鹿児島支店	 高橋商事㈱	  恕心会　さめしま眼科
㈱エムティビルサービス	 ㈱南日本情報処理センター	 ㈱南日本技術コンサルタンツ
石塚レディースクリニック　　　		　ＪＸ日鉱日石石油基地㈱	 鹿児島ターミナルビル㈱
㈶鹿児島県民総合保健センター

（1）街頭募金活動（鹿児島市支会　主催分）
　　　実施期間：平成２３年４月〜９月　　計７回実施　　　合計　３,０４５,５０２円
　　　協力団体：民生委員児童委員協議会・ボランティア団体等（19団体）・小学校２６校・

　　　　　　　　中学校２１校・高校９校

（2）窓口での受付　　　合計　１４,３77,706円（※平成２３年１２月１日現在）
　　　鹿児島市支会に義援金をお持ちいただいた団体等をご紹介します。（※敬称略、順不同）

喜入校区社会福祉協議会、桜島校区社会福祉協議会、西谷山校区社会福祉協議会、一倉校区社会福祉協議会、
吉野校区社会福祉協議会
川上町内会、川中集落、平川小校区町内会、領南自治会、武岡ハイランド第三町内会、桜ヶ丘二丁目町内会、
旧麓自治会、第二玉里市営住宅町内会、紫原第三町内会、一倉自治会、城山北部団地町内会、本名校区公民館、
麓東集落、東俣自治会、平馬場町内会、馬場自治公民館、野元集落、中園町内会、西上塩屋町内会、
上本町町内会（上本町友好会）、和田名町内会、清和校区町内会長連絡協議会、田上校区町内会連絡協議会、
野呂迫町内会、旧市自治会、八幡校区振興会、草牟田町内会、井手ヶ宇都町内会、火の河原小組合、
東桜島連合町内会、大丸自治会、新大原公民館、吉野公民館受講生一同、坂之上西町内会、薬師堂町内会、
坂之上東前町内会、牟礼岡地区公民館、西千石町内会
鹿児島市児童クラブ指導員会、鹿児島市健康づくり推進協議会、鹿児島市民生委員児童委員協議会、
鹿児島市維新ふるさと館、喜入夏祭り実行委員会、第６回吉野兵六ゆめまつり実行委員会、
前之浜村おこし実行委員会、かごしまボランティア連絡協議会、鹿児島ミュージックフェスタ実行委員会、
鹿児島本港一本釣協業組合、輝楽里よしだ館運営組合、天神おつきや商店街振興組合、本名小学校、田上小学校、
わがまち市役所ボランティア隊、鹿児島市立病院ボランティア木曜会、ひまわり会、
上河内地区（お達者）クレソン部会一同、鹿児島市教頭会、鹿児島県生涯インストラクターの会、
海老原音楽グループ、よしのねぎぼうず、桜ヶ丘囲碁同好会、ひまわりグループ、老人クラブつわぶき会、
車イスレクダンス、さわやか会、アロマの会、西谷山料理教室、オーケー電機㈱、芳膛芳梅社、
グループホームたんぽぽ福祉館、（社福）たんぽぽ会、小牧建設㈱、旭機工㈱、立正佼成会、㈲イヤダニ工務店、
桜井商店、藤扇流秀祐会、中名ゆい市場、書美院鹿児島県連合会、鹿児島どさんこ会、しあわせとんぼ、名山堀会、
藤原流希世の会、上町ふれあい市、鹿児島エフエム、若造会、鹿桜会、中種子卯辰会、大田歯科医院、
JAグリーン谷山支店生産者直売部会、鹿児島市社会福祉協議会役職員一同

この他にも多くの個人の皆さまにご協力いただいております。ありがとうございます。

　県共同募金会鹿児島市支会（市社協　総務課内）では、東日本

大震災の義援金の受付をしております。また、４月から９月まで

街頭での募金活動を、約２，０００人のボランティアにご協力をいた

だき実施し、市民の皆さまに義援金への協力を呼びかけました。

　皆様からいただきました義援金は、鹿児島県共同募金会に送金

し、同会を通じて、被災地に届けられております。

　ご協力いただいた皆様に、深く感謝申し上げます。

東日本大震災義援金について
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社協への寄付金に「税額控除制度」が導入されました。
　鹿児島市社会福祉協議会に寄付をされた方は、現行の所得控除制度に加えて、税額控除制度との
選択が可能になりました。（平成23年分から）
　税額控除は、所得税率に関わりなく税額から寄付額を差し引く方法であり、所得控除に比べ、寄
付金支出者への減税効果が高いといわれています。お気軽にお問い合わせください。

（参考）〔寄附金※１−２，０００円〕　×４０％＝控除対象額※２

※１　寄付金支出額が総所得金額等の４０％に相当する金額を超える場合には、４０％に相当する額が税額控除

対象寄付金となります。

※２　控除対象額は、所得税額の２５％を限度とします。

（平成２３年７月２１日〜９月３０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、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。

寄 付 者 の ご 紹 介

社協本部受付	 武田　平吉　様	 萩原　重則　様	 山田　スエ子　様	 畠中　史子　様
	 溝口　義和　様	 吉留　博雄　様	 池堂　シゲ子　様	 松元　光二　様
	 伊藤　敏子　様	 宮原　権章　様	 池田　勝美　様
各支部受付
　吉田支部	 枝元　　等　様	 上園　美行　様
　喜入支部	 久保園　一彦　様	 中村　和人　様	 牧薗　ミツエ　様
　松元支部	 合六　芳子　様	 吉村　孝志　様
　郡山支部	 永田　直矢　様	 福永　ハルエ　様	 宮路　千鶴子　様

〔一般寄付〕

〔物品寄付〕

全山形屋労働組合　様
イ	スジン　様
田中　正雄　様
有馬　禮子　様
畠中　史子　様
芝田　泰則　様
高橋　シヅ子　様

㈳鹿児島県タクシー協会　様（車椅子１台）

九州アイスクリーム協会　様（氷菓）

松崎　陽子　様

ひまわり幼児学園　様 立正佼成会　鹿児島教会　様

㈱山形屋　様
（ステッキ50本）

「九電ふれあいコンサート」
来場者一同　様

川部　富子　様
（電波時計）

【香典返し寄付】

【法人会員】

福元医院	 ㈱はやま	 ㈱岩田組	 茂建設㈱	 ㈱川北電工
㈲さつま路	 ㈲広和印刷	 ㈲有村産業	 中央印刷㈱	 ㈱ジューシー
㈱フランスヤ	 ㈱南日本放送	 ㈱藤田組	 喜入農産加工組合	 鹿児島測機㈱
㈱あすなろ印刷	 谷口開発興業㈲	 ㈱ビルメン鹿児島	 ㈲ハマダ歯科商店	 鹿児島海陸運送㈱
㈱マサミ	 ㈱末吉建築事務所	 ㈲ヨシモト建設	 宝来メデック㈱	 マリックスライン㈱
梅津整形外科医院	 富士ゼロックス鹿児島㈱	 大成ビルサービス㈱	 ㈲下舞建築設計事務所
㈱セキュリティサービス	 高治会		内科有馬病院	 かごしまプラザホテル天文館	 セコム㈱
生活協同組合コープかごしま　 清和会		徳田・馬場クリニック	 ㈲アクティブヒューマンライフ
南陽会		特別養護老人ホーム美樹園	 ネッツトヨタ南九州㈱与次郎中央店

学校法人南学園　鹿児島医療福祉専門学校

（お問い合わせ先）　総務課　財務係　電話：221-6070


