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P．(1) ～ (4)　共同募金運動（平成23年度募金運動の報告、共同募金の使われ方、共同募金被表彰者等のご紹介  等）

P．(5)　校区社協連絡協議会について、校区社協の紹介、地域福祉館の紹介

P．(6)　ボランティアコーナー（サマーボランティア体験、第１回わくわく福祉交流フェア、プレイルームのご案内）

P．(7)　施設からのお知らせ（吉田福祉センター、高齢者デイサービスセンター与次郎）、法人特別会員・法人会員のご紹介

P．(8)　法人特別会員・法人会員のご紹介、寄付者のご紹介

　市民の皆様には、かねてから県共同募金会鹿児島市支会並びに市社会福祉協議会に対しまして、
あたたかいご支援、ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
　さて、今年も全国一斉に10月１日から12月31日までの３か月間、共同募金（赤い羽根募金）運
動が行われます。平成23年度鹿児島市支会では、多くの方々のあたたかい善意により6,524万円
ものたくさんの募金が寄せられました。ご協力いただいた皆様に心からのお礼を申し上げます。
　この共同募金（赤い羽根募金）運動は、「じぶんの町を良くするしくみ。」をテーマに展開され、
皆様から寄せられた善意は、市社協が行う地域福祉を推進するための事業や、町内会等の新安
心・安全福祉のまちづくり支援事業、社会福祉施設の施設整備、ボランティア団体等が行う福祉
活動の支援など、市内の福祉の向上のために活用されています。また、災害時には「災害ボラン
ティアセンター」の設置や運営など被災地支援にも役立てられています。詳しくは、この社協だ
よりでご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。
　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。

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）

共同募金（赤い羽根募金）運動へのご協力のお願い

目　　　次

街頭での募金活動の様子
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皆さまからのあたたかい善意に感謝します

　皆さまからお寄せいただきました [ 募金 ] は、県共募から市社協に助成され、市社協から校区社協や

子育てサロン等への助成、また、市内の地域福祉活動を支援するために県共募から直接助成される新 

安心・安全福祉のまちづくり支援や社会福祉施設の施設整備など、募金の約70％は、鹿児島市内で「じ

ぶんの町を良くするしくみ。」として活用され、約30％は、県内広域課題の解決等に使われています。

募金種別 一般募金
歳末たすけ
あい募金

合　　計 22年度
対前年度
比較

戸 別 募 金 46,097,428 － 46,097,428 44,738,693 1,358,735

街 頭 募 金 1,675,274 2,483,592 4,158,866 4,105,266 53,600

法 人 募 金 8,405,870 227,500 8,633,370 8,038,523 594,847

学 校 募 金 1,351,232 719,917 2,071,149 1,661,358 409,791

職 域 募 金 2,587,509 220,533 2,808,042 2,391,656 416,386

そ の 他 募 金 1,198,053 278,700 1,476,753 1,456,195 20,558

合 計 61,315,366 3,930,242 65,245,608 62,391,691 2,853,917
※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、ご協力をいただいた募金などです。

（単位：円）
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共同募金の使われ方

平成23年度   共同募金運動の報告

共同募金
65,245千円

県共募から市社協に助成され,
 市社協が事業として実施するもの
３５，０２７千円（５３.７％）
（校区社協や福祉団体等への助成）

県共募において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
１９，９１５千円（3０.５％）

県共募から町内会に直接助成
されるもの
５，０７３千円（７．８％）
（新安心・安全福祉のまちづくり
支援事業）

県共募から社会福祉施設へ
直接助成されるもの
１，０００千円（1.5％）
（民間保育園の施設備品等整備
事業）

県共募から地域福祉活動支援事
業へ直接助成されるもの
３００千円（0.5％）
（福祉団体の活動事業）

市社協が歳末たすけあい募金の
中から実施するもの
３，９３０千円（６％）
（寝たきり高齢者への年末見舞
品贈呈事業等）

県内全域で使われるもの
19,915千円（30.5％）

市内で使われるもの
45,330千円（69.5％）

県内全域で使われるもの
19,915千円（30.5％）

市内で使われるもの
45,330千円（69.5％）



かごしま市社協だより　第109号

（3）

 ②平成２４年度に県共同募金会から市内の福祉施設等に直接助成されるもの・・・6,373千円

児童福祉・ふれあい子育てサロン活動支援 3,947千円
・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 180

高齢者福祉活動 4,258千円
・単位老人クラブへ助成 3,420
・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 1,180千円
・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
・エンゼル聴導犬協会へ助成 30

地域福祉育成・援助活動 25,642千円
・校区社協活動助成事業 12,725
・校区社協連絡協議会運営事業 648
・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
・わくわく福祉交流フェア事業（市と共催） 2,000
・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
・福祉団体等大会開催費助成 50
・移送援護事業 47
・災害見舞品支給事業 50
・地域福祉活動計画推進事業 927

地域福祉活動支援（公募）事業（１団体） 300千円
・かごしま骨髄バンク推進連絡会議へ助成 300

社会福祉施設整備事業（２団体） 1,000千円
・フラミンゴ保育園へ助成 500
・東開保育園へ助成 500

新 安心・安全福祉のまちづくり支援事業〔掲示板や公民館備品 ( 机、いす、畳、放送設備等 ) の整備等〕27団体　5,073千円
・明和東町内会 285 ・緑ヶ丘町内会 285 ・光山町内会 200
・鼓川町内会 255 ・松之尾自治公民館 46 ・星ヶ峯二区町内会 94
・小野２丁目梅ノ木町内会 189 ・武公民館 200 ・七社町内会 285
・仁田尾前自治公民館 98 ・向江谷自治会 95 ・池之上町内会 254
・花野町内会 190 ・桜川町内会 190 ・馬場自治公民館 190
・一番組町内会 190 ・和田塩屋町内会 184 ・折尾町内会 190
・笠松町内会 189 ・西清見町内会 56 ・福山上自治公民館 285
・慈眼寺南町内会 165 ・紫原平和会 198 ・野呂迫町内会 190
・魚見町町内会 285 ・伊敷台西町内会 190 ・上原町内会 95

　集会室の大きな掲示板が「赤い羽根募金」の支援で設置され、地域

住民の方々は防犯・防災等のお知らせを目にし、立ち止まって見るよ

うになりました。又、集会所に椅子が無く、会合などの際にきつい思

いをされている高齢者の方もおられましたが、今回の支援で椅子に腰

掛けられるようになり、大変喜ばれています。

　県民ひとりひとりのやさしさである貴重な募金から、私達町内会が支

援を受け、心から感謝するとともにこれからも大事に使ってまいります。

　ありがとうございました。

ありがとうのメッセージ　〜紫原平和会〜

○平成２４年度　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　 計 ４５，３３０千円
 ①平成２4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・・・３5,027千円

（掲示板、椅子の購入）
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③歳末たすけあい募金の助成（平成２3年12月実施）　　　・・・3,930千円
　・在宅で寝たきりの高齢者への年末見舞品贈呈（敷パッド）　　　　　　　2,154
　・在宅重度中度心身障害児（１級・２級）への年末見舞金贈呈　　　　　　1,776

平成23年度、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・感謝状等が贈られました。

心よりお祝いと感謝を申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

・中央共同募金会会長表彰

　　鮫島　俊夫　　稲荷町町内会
・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一同
・中央共同募金会会長感謝状 　

　　新　恵美子　　㈱鹿児島銀行　　㈱南日本銀行　　鹿児島県庁職員一同　　鹿児島市役所職員一同
・鹿児島県知事表彰

　　和田名町内会
・鹿児島県共同募金会会長表彰 

　　東郷　孝信　　　荒田二丁目町内会　　川上町内会　　　　東雲町内会　　紫原五丁目町内会
　　明和東町内会　　緑ヶ丘県住会　　　　明和中央町内会　　西伊敷五丁目町内会
・鹿児島県共同募金会会長感謝状

　　上水流　秀美　　鹿児島信用金庫　　　  ㈳鹿児島県建設業協会　　  鹿児島相互信用金庫
　　㈱山形屋      　　㈱九電工鹿児島支社     鹿児島市管工事協同組合　  ㈶鹿児島県農協役職員共済会
　　㈱タイヨー　　　㈳鹿児島県建築協会　  九州電力㈱鹿児島支社　　  ㈳鹿児島県ビルメンテナンス協会　
　　南国殖産㈱　　　スナックじぞうかど　  鹿児島実業高等学校　　　  鹿児島市郡山地区老人クラブ協議会
　　㈱萩原技研　　　㈱カクイックス　　　  JX 日鉱日石石油基地㈱　    ㈳鹿児島県建設業協会鹿児島支部
　　㈱サニタリー　　マリックスライン㈱　  鹿児島ターミナルビル㈱　  鹿児島県立松陽高等学校
　　江夏医院　　　　㈱南日本新聞社　　　  鹿児島トヨタ自動車㈱        鹿児島西ロータリークラブ
　　南友クラブ　　　影原保育園　　　　　  鹿児島市消防局                 JA 鹿児島県連・関連会社役職員一同
 　  ㈱ゼネラルエンヂニアリング     鹿児島純心女子中学校・高等学校　  特別養護老人ホーム清谿園
　　鹿児島市社会福祉協議会役職員一同
・鹿児島市社会福祉功労者感謝状

　　大原心友公民館　　表郷町内会　　東麓上自治公民館　　郡山麓自治会　　石下谷公民館　　武岡東町内会
　　馬場自治公民館　　仁田尾後自治公民館　　桜ヶ丘四丁目町内会　　小山田町中ノ甲町内会　　　
・鹿児島市社会福祉協議会会長表彰

　　久保 マリ子　　　竹之内 一弘　　川田代 勝彦　　竹元  明　　
・鹿児島市社会福祉協議会会長感謝状

　　吉野北町内会　　 辻之堂後町内会　　日当平住宅第一町内会　　笠松町内会　　飯山町内会
　　内田団地自治公民館　　㈱ハートメディカル　　㈱マツオ　代表取締役　山下　健次

共同募金被表彰者等のご紹介

（赤い羽根募金に関するお問い合わせ）
鹿児島県共同募金会鹿児島市支会　電話 ２２１−６０７３



かごしま市社協だより　第109号

（5）

校区社協連絡協議会について
　市内には、小学校区ごとに72の校区社会福祉協議会（校区

社協）が結成され、「ふれあい・子育てサロン」や「介護講習

会」、地域全体でひとり暮らしの高齢者等を支える「見守り活

動」など、地域の実状にあった福祉活動に取り組んでいます。

　また、各校区社協が相互の連携を図るため、連絡協議会を組

織し、市社協が推進する地域福祉活動事業等に協力し、地域福

祉の増進に努めることを目的に活動しています。

　去る６月27日（水）には、北方耕藏校区社協連絡協議会会

長（市社協副会長）をはじめ、各校区社協の会長が一堂に会し

総会が開催され、23年度の活動報告、24年度の活動計画についての協議や研修が行われました。

校区社協の紹介

地域福祉館の紹介

【発足年月日】平成８年６月１日　【世帯数】2, 730世帯
　平成８年に発足以来、地域の福祉向上を目指し乳幼児から高

齢者、障害者などの方々に対して声かけや見守り活動などを続

け、さらに近隣住民とのつながりができる街づくりを基本に運

営しています。平成16年度から、０歳から３歳までの乳幼児

とその保護者を対象としたふれあい・子育てサロンを立ち上

げ、年々参加者も増加しています。また、グラウンドゴルフ大

会、夏祭り、文化祭、運動会などでは、校区住民の方々に多数

ご参加頂いております。さらに、福祉館祭り、そば打ち、介護

講習会などの様々なイベントを地域の方々と協力して開催し、

交流を図っています。

　西伊敷福祉館は市内で12番目の地域福祉館として昭和58年

に建設され、今年で開館29年目を迎えました。

　当福祉館は伊敷団地内にあり、校区社協、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ために幅広く

ご利用いただいております。

所在地：西伊敷３丁目16－17（伊敷団地中央公園となり）

電　話：229-5981

中山校区社協

西伊敷福祉館

総会の様子

ふれあい・子育てサロンの様子
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サマーボランティア体験参加者の感想

・　私は、今日の体験で小さい子どものことがもっと好きになれました。そして、他の小学校から

の参加者とも仲良くなれました。一番嬉しかったことは、みんなが私の名前を覚えてくれたこと

と、一緒に遊んでくれたことです。掃除は大変だったけれど、いい経験ができてよかったです。

（児童施設で・小学５年生）

・　高齢者福祉施設でのボランティア活動で、最初何をすればよいのか分からず、緊張してしまい、

自分から話しかけたりすることが出来ずにいたところ、利用者の方から話しかけてくださった

り、笑いかけていただいた時には、大変嬉しく思いました。あまり積極的に行動することができ

ず、悔しく思うこともありましたが、職員の方は優しく接してくださり、今までにない貴重な経

験をすることができ、良かったです。

（高齢者施設で・高校３年生）

ボランティアコ―ナ―

　サマーボランティア体験は、平成14年度から市社協ボランティ

アセンターが実施しています。

　ボランティア活動に関心のある児童・生徒・学生の皆さんに、夏

休み期間に児童施設や高齢者施設、障害者施設等でボランティア活

動をしていただき、その体験を通して、思いやりの心、社会奉仕の

心を育むとともに、活動の楽しさや喜びを知り、これからのボラン

ティア活動のきっかけにしていただくことを目的としています。

　今年も市内約90か所の福祉施設のご協力により、去年を上回る約630人もの児童・生徒・学生の皆さ

んが体験に参加しました。

　これまで市社協が開催してきた「ボランティアフェスタ」と、市と共催してきた「福祉ふれあいフェ

スティバル」を、今年度から統合し、市と共催による「わくわく福祉交流フェア」として開催します。

ぜひ、お越しください。

・日　時：平成24年11月11日（日）10：00 ～ 15：00

・場　所：中央公園及びその周辺

　　　　　（ぴらもーる通り、ベルク広場、メルヘン館、親子つどいの広場なかまっち）

・内　容：ステージイベント、福祉団体やボランティア団体の活動展示、バザー、模擬店等

・目　的：子ども、高齢者、障害者、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、多彩な催しを通して相互交流するなかで、ボランティア活動や福祉交流を広げるこ

とを目的に実施します。

　ボランティアセンターには、子どもたちの遊び場としてプレイルー

ムを設置しております。

　７月25日、市公園公社様から平川動物公園の動物達のぬいぐるみ

を寄贈していただき、一層楽しい遊び場となりました。

　小さいお子様がおられる方も近くで見守りをしながら安心してボラ

ンティア活動ができますので、ぜひお越しください。

　ホワイトタイガーなどかわいいぬいぐるみたちもお待ちしております。

サマーボランティア体験（７月21日〜８月31日）

第１回　わくわく福祉交流フェア（鹿児島市と共催）

プレイルームのご案内

（ボランティアに関するお問い合わせ）
ボランティアセンター　電話　221-6072
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（平成24年６月１日〜７月15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
（敬称略）。皆様の温かいご支援に心から感謝申し上げます。

㈱徳一建設　　　　㈱南防　　　　　　　第一建設㈱　　　　　丸福建設㈱　　　　㈱南日本銀行
こうかき建設㈱　　㈲地球堂　　　　　　高橋商事㈱　　　　　㈱積善社　　　　　日本ガス㈱
㈱鹿大丸　　　　　㈱荒川商店　　　　　鹿児島酸素㈱　　　　南国交通㈱　　　　青葉印刷㈱
㈲鴨池運送　　　　長島商事㈱　　　　　㈱鶴留建設　　　　　㈲有田産業　　　　持留製油㈱
㈲桜島清掃社　　　阿久根建設㈱　　　　アライアンス㈱　　　旭交通㈱　　　　　フタバ㈱
㈱フタバ本店　　　日進印刷㈱　　　　　㈱新福衣料店　　　　㈱森山�清組　　　　鹿児島製茶㈱
鹿児島米穀㈱　　　鹿児島相互信用金庫　森税務会計事務所　　㈲内自動車商会　　照国総合法律事務所
日本ガスエネルギー㈱　　�医木村外科内科　　　　　　大福コンサルタント㈱　　　㈲鹿児島ワンダー社
�医愛育会　愛育病院　　　　森口病院　　　　　  　　　�医浜友会　浜田医院　　　　�医敬愛会　中江病院
�医慈圭会　八反丸病院　　　�医清泉会　伊集院病院　　　�医潤愛会　鮫島病院　　　　�医緑地会
�医浜田クリニック　　　　�医恕心会　さめしま眼科　　㈶東風会　三船病院　　　　�医鶴丸会　鶴丸歯科医院
㈱エムティビルサービス　　　　西鹿児島建設業協同組合　　　　�医石塚レディースクリニック
㈱南日本ビジネスサービス　　　㈱西原商会九州　鹿児島支店　　　㈱アジア技術コンサルタンツ
�医明輝会　内村川上内科　　　　 鹿児島県美容生活衛生同業組合　㈱オンリーワン
㈳鹿児島県公共嘱託登記土地家屋調査士協会　　　　　鹿児島信用金庫

【法人特別会員】

法人特別会員・法人会員のご紹介

施設からのお知らせ

　高齢者デイサービスセンター与次郎は、介護保険の認定を受けた

方々が「通所介護」として利用されています。

　利用者の皆さんは、温泉入浴や体感ゲーム（入力装置を用い、体を

動かしてテレビ画面上を操作するゲーム）を行うなど、一日を楽しく

過ごされています。

　また、７月には、野外活動として製菓工場見学に出かけました。

　デイサービスセンター与次郎では、随時、利用者の募集をしており

ますので、お気軽にお問い合せください。

○　吉田福祉センター　教養講座受講生募集！！
講座名 内　　容 日　時 申込期間 定員 対象者・受講料など

陶芸教室 「お気に入りの器づくり」

11月７日（水）及び
11月21日（水）
10：00 ～ 12：00
※ ２回講座、１回
のみの受講は不可

10月１日
～

10月31日
30人

◆　対象者　市内にお
　住まいの方
◆　受講料　無料
（但し、教材費等は受
講者負担）

※申込方法　電話かＦＡＸでお申し込みください。ＦＡＸの場合は、講座名、住所、氏名、年齢、電話

番号を記載してください。定員を超えた場合は、抽選になります。

○　高齢者デイサービスセンター与次郎

（お申込・お問い合わせ）　〒891-1303　本城町1687番地２
　鹿児島市吉田福祉センター　電話294-1825　ＦＡＸ294-4701

（お問い合わせ）　〒890-0062　与次郎１丁目10番６号
　高齢者デイサービスセンター与次郎　電話250-3311

体感ゲーム（ボウリング）を楽しむ利用者
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社協本部受付　東　　洋一　様、中間　由美子　様、
　　　　　　　藤浪　久子　様
吉田支部受付　江夏　靖典　様、野元　千鶴　様
喜入支部受付　栗脇　洋和　様

有馬　礼子　様
尾前　民子　様
浜平　政憲　様
村尾　　勉　様
宮内　幸江　様

　（平成24年６月１日～８月10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貴重なご芳志は、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を目指す市

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くださいますようお願い申し上げます。

〔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。）

〔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。）

〔物品寄付〕（杖・車いす等の物品の寄付をお受けしています。）

寄付者のご紹介

内村建設㈱　　　　中川運輸㈱　　　　　斯文堂㈱　　　　　　㈱ハダ工芸社　　　　中央建設㈱
㈱共進組　　　　　㈲さつま路　　　　　㈱南和　　　　　　　㈱寿草　　　　　　　中央工業㈱
㈱有迫組　　　　　南国殖産㈱　　　　　旭工業㈱　　　　　　㈱第一食器　　　　　㈱別府釣具
石井薬局㈱　　　　㈱サンキー　　　　　㈱ヨシキ　　　　　　三和食品㈱　　　　　観光自動車㈱
㈱明興テクノス　　㈱松葉電設　　　　　㈱川北電工　　　　　㈱川崎塗料　　　　　鹿児島青果㈱
新生冷熱工業㈱　　最勝寺内科　　　　　日通鹿児島運輸㈱　　和田印刷㈱　　　　　三州製茶㈱
竹之内穀類産業㈱　㈱キタゾノ　　　　　㈱三州園　　　　　　㈱末永建設　　　　　㈲綜合百貨　もり
福元医院　　　　　喜入クリニック　　　オーケー電機㈱　　　㈲有村産業　　　　　㈲福満白蟻
㈲広和印刷　　　　㈱常電　　　　　　　大成空調㈱　　　　　㈱舞研　　　　　　　㈱末吉電設
㈲さくら調剤薬局　　　　　大脇総合法律事務所　　　　�医うのきクリニック　㈱メルヘンスポーツ
㈱パルコーポレーション　　㈱ユーケイデンタル　　　　㈱南日本新聞社　　　正興ＩＴソリューション㈱
㈱ガードシステム鹿児島　　ネッツトヨタ鹿児島㈱　　　鹿児島中央警察署　　�医一誠会　三宅病院
�医友心会　福元クリニック　　南日汽缶工業㈱　　　　　　�医永寿会　永田外科　　鹿児島トヨタ自動車㈱
�医正栄会　上片平産婦人科内科　　　㈶鹿児島県環境技術協会　　　　鹿児島県自動車車体整備協同組合
南日本新聞㈲上町販売所　　　　　　九州労働金庫　鹿児島県本部　　　ネッツトヨタ南九州㈱中央店
今村恵子社会保険労務士事務所　　　�医高治会　　　　　　  　　　　　しもたたら内科・消化器科
㈶九州電気保安協会鹿児島支部　　　㈲南日本新聞東紫原販売所　　　�医光智会　産科婦人科のぼり病院
㈱アリマコーポレーション　　　　　ホテルパレスイン鹿児島　　　　鹿児島県木材銘木市場協同組合
鹿児島情報高等学校　　　　　　　　�医春和会　　　　　　　　　　　鹿児島中央ビルディング㈱
南九州コカ・コーラボトリング㈱　（公財）鹿児島まちづくり土地区画整理協会
㈱悠善社　　　　　　　　　　　　　㈱北義肢製作所

【法人会員】

松崎　陽子　様

立正佼成会鹿児島教会　様

（公財）鹿児島市公園公社　様
（ぬいぐるみ）

合同会社ナスカ産業　様
（デジタル複合機）

㈱木村商事　様
（車いす）

㈱天寿　様
（車いす）


