
 

 

 

 

 

 

 

                          

                            

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

月/日(曜) 活  動  内  容 

4/14(火) はじめの会、あいさつ、親子ふれあい遊び 

5/12(火) こいのぼり運動会 

6/9(火) ほめほめタイム、保健師さんのお話ほか 

7/14(火) 七夕飾りを作ろう、親子ふれあい遊び 

8 月 夏休みです 

9/8(火) 
おじいちゃん・おばあちゃんにプレゼント作成 

乳幼児の食生活について（食改善委員のお話）ほか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

谷山福祉館だより 
第４３号 

令和２年４月発行 

鹿児島市谷山福祉館 

谷山中央 7-33-17 

Tel/ Fax：266-0294 ～仲間に会える楽しい福祉館～ 

 

担当区域 氏  名 電話番号 担当区域 氏  名 電話番号 

谷山中央１丁目 4017～  
4388 (原口中・春日) 

岩下 季弘  
080-2711-9500 
266-5660 

谷山中央 3 丁目 383～525, 
4523～4583(東馬場・新地 ) 

丸野 節子 
（新任） 

080-2708-5523 

谷山中央５丁目２１～３９  
(恵美須南) 

藤崎 美代子  
080-5804-1900 
260-1900 

谷山中央 2 丁目 4391～  
4928, 1 丁目 4477～4983 

(東麓) 
八色 昌和 

090-7452-3556 
268-6872 

谷山中央 3 丁目 383, 
4663～4801,  4 丁目  
4804～４８４０  

(寺下・中組・下松崎) 

綾部 京子  267-4308 
谷山中央 1 丁目 4245～  
4333,  7 丁目 1～2,6～10 

(辻之堂前・後) 
宮路 ヨリ子  

090-2717-6109 
267-3212 

田辺 大山 倖市  
090-1085-8971 
269-6624 

谷山中央 2 丁目 702～17～  
35  (小松原団地) 

神川 江里香  090-8623-9888 

下福元町 2843～3676 
(玉利・木屋宇都) 

下玉利秋廣  080-8554-7122 
谷山中央 6 丁目 1～3, 10～  
15 ,27～32  (恵美須北) 

在原 洋子 
（新任） 

090-8108-5277 
269-3485 

谷山中央 1 丁目 4100～  
4200,  2 丁目 4119～  
4423   (磯辺・南清見) 

有村 勝  269-6912 
谷山中央 2 丁目 451～616- 
16,  3 丁目 443-3,4,532 
(東塩屋・ﾄｰｶﾝ MS 谷山中央・ｻｰﾊﾞｽ MS) 

川畑 令子 
（新任） 

090-1166-5729 

谷山中央 1 丁目 4200～  
5020, 7 丁目 3～5,11～  
15 谷山荘    (北麓) 

八反田百合子  
080-1745-4134 
268-7751 

谷山中央 4 丁目 96～230, 
4588～4897 

(木之下・西塩屋) 

田村 夏奈 
（新任） 

090-5034-0612 

谷山中央 6 丁目 5～9, 16 
～26   (恵美須北) 

吉村 ユカリ  
（新任）  

080-6415-3800 
谷山中央 3 丁目 4514～
4660,  4 丁目 4837～4917 

(下町・上松崎 ) 
入佐 多美子  

090-4981-9356 
269-6606 

谷山中央 4 丁目 4800～  
4959,  7 丁目 22～25 
  (南麓) 

野田 百合子  267-2941 
谷山中央 1 丁目 4960～  
5025, 7 丁目 16～21,31～  
32  (北麓) 

枝元 恵美子  
090-7384-1667 
268-8117 

谷山小校区 森 裕子  090-1086-0736 
谷山中央 2 丁目 702～36～  
41  (柏原・小松原団地) 

釜付 良子 
090-3735-4106 
269-5994 

谷山小校区 藤川 将勝  090-7468-9598 
谷山中央 7 丁目 26-41, 
48～49  (西麓・南麓) 

平木場恵美子  
090-9480-5614 
268-8358 

谷山中央 2 丁目 655～  
６８1,702,藤絹 500,錦江  
1 号 ,寿ﾋﾞﾙ,ﾋﾞﾚｼﾞﾊｳｽ谷山  
  (東清見) 

櫻井 順一  
090-7985-9716 
268-2406 

谷山中央 7 丁目 42-47, 
50～58  (南麓) 

曽木 やす子  
090-8415-8820 
267-0680 

谷山中央 6 丁目 33～52 
 (恵美須西) 

室屋 のり子  
090-5021-1856 
260-1813 

谷山中央 5 丁目 1～20 
(恵美須東) 

堀脇 笑子 
（新任） 

090-3601-6028 

 

 

～ 2020 年版のごみ出しカレンダーいりませんか。 ～ 
ゴミの分別や収集日が一目で分かる「ごみ出しカレンダー」（青と緑の 2 種類）を、当福祉館に置いてあります。  
必要な方はお受け取りください。収集地域によりカレンダーの色が違いますので確認してください。  

 

子育てサロンふれあい会の活動予定です。 
(令和２年４月～9月) 

親子で一緒に遊び、 

お母さん同士で気軽に集い、 

情報交換しながら仲間づくりをしましょう  

当福祉館では、市民の交流や福祉活動のために、施設 

の提供のほかに小地域ネットワーク活動やボランティア 

活動の支援、福祉に関する相談及び情報の提供等を行っ 

ています。利用団体や手続き等は次のとおりです。 

◆◆◆ 身近な谷山福祉館利用のご案内です。◆◆◆ 

こどもたちが気軽に遊べる場として、また、こども

会、あいご会、母親クラブ等の活動の場として活用して

いただくために、児童ルームを設置しています。 

○毎日利用できます。（※） 

○利用時間は午前 9 時から午後 9 時までです。 

 （ただし、こどもたちだけの利用は午後 5 時まで） 

○無料で利用できます。 

※毎月第 2 月曜日と年末年始

(12/29～1/3)はお休みです。 

※４歳未満は保護者同伴が、 

４歳以上でもトイレなど身

の回りができない場合も 

★利用できる団体★ 
 ・趣味教養活動で利用する団体 
 ・福祉活動を行なう団体（町内会等） 
★利用手続き★ 
・地域福祉館利用許可申請書を、使用する月の 

  前月の初日から使用日の前日までに提出 
★利用料★ 
 ・無料 
★開館時間★ 
 ・原則として、午前 9 時から午後 9 時まで 
★休館日★ 
 ・毎月第 2 月曜日と年末年始(12 月 29 日～ 
  1 月 3 日）の期間 
★利用できる部屋★ 
 ・洋室(約 78 ㎡)、和室大(30 畳)、和室小 A(15 畳) 
  和室小 B(12.5 畳)、調理室(約 19 ㎡) 
・その他に、児童ルーム、地域福祉支援ルーム 
 

※詳しくは、お尋ねください。 
 

 

谷山福祉館ＭＡＰ 

～ 当福祉館の利用者数です ～ 

（平成３０年度） 

趣味教養活動 １９ ,３７７人 

小地域ﾈｯﾄﾜｰｸ活動 ２ ,３８９人 

児童ルーム ４ ,７３７人 

その他 ４７８人 

計 ２６ ,９８１人 

※その他；調理室利用、市関係、見学者、  
     福祉相談ほか 

★時間 

 １０時～１１時３０分 

（毎月第２火曜日） 

★場所 

谷山福祉館２階 和室大 

★対象者 

０歳から３歳までのお子

さんと保護者 

★問い合わせ先 

 野田さん(個人情報非公開 ) 

 森さん(個人情報非公開)まで 

令和元年１２月改選後の民生委員・児童委員は、次の皆様方です。 
谷山中央地区民生委員児童委員協議会（敬称略） R 元.12.1 

避難所に避難する際の注意について 
避難される場合、原則として市は食料品や寝
具等の支給・貸与は行いません。 
避難される際は、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
て避難していただきますようお願い 
いたします。 

 

  

※お困りのことなどありましたら、担当区域の民生委員にご相談ください。 

●福祉館イベントを開催しました。● 
～ボランティア出前講座～ 

 ２月１５日（土）午前

１０時から当福祉館にお

いて、ボランティア活動

への理解と関心を高める

ことを目的に、谷山校区

町内会長さんの参加をい

ただき開催しました。 

ボランティアセンター講師の説明内容に

対して参加者から多くの質問等があり、ボラ

ンティア活動への関心の高さがひしひしと

感じられ、非常に充実したイベントとなりま

した。 
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