
 

 

 

 

 

 

 

 

ハイビスカス伊敷台お達者クラブ 伊敷夢の里・お手玉の会 

 

４月 

２日（木） お花見 ９日（木） 
お手玉基本  

両手２こゆり 片手２こゆり 

16日（木） 節句の飾り 23日（木） 
お手玉基本（山本先生指導）  

両手２こゆり 片手２こゆり 

５月 

７日（木） レクリエーション 14日（木） 
お手玉・体操   

島のブルース 両手２こゆり 

21日（木） ちぎり絵 28日（木） 
お 手 玉 ・ 体 操 （ 山 本 先 生 指 導 ）     

島のブルース 両手２こゆり 

６月 

４日（木） ゴミの分別方法について 11日（木） 
お手玉・体操 

ヨーヨーお手玉 片手２こゆり 

18日（木） 健康チェック 25日（木） 
お手玉・体操（山本先生指導）  

ヨーヨーお手玉 片手２こゆり 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 43 号 

令和 2 年 4 月発行 

鹿児島市伊敷台福祉館  

伊敷台１－３１－８ 

Tel/Fax 229－7882  

 

ベーコン・・・20ｇ 

玉ねぎ・・・60ｇ 

しめじ・・・60ｇ 

人参・・・20ｇ 

おから（生）・・・80ｇ 

牛乳・・・200㏄ 

塩こしょう・・・少々 

「かんたん洋風おから」の作り方（材料 2 人分） 

① ベーコン、玉ねぎ、しめじ、人参は粗

みじん切りにする。 

② フライパンに①の材料を入れて炒

め、火が通ったらおからも入れて軽

く炒め牛乳を入れ、塩、こしょうで味

を整える 

③ 混ぜながら水分がなくなるまで煮る 

「健康スマイルキッチン」令和２年１月２４日（金）伊敷台校区社協

主催 

当日は、町内会の役員や民生委員児童委員、地域

のボランティア活動に積極的に取り組んでいらっ

しゃる伊敷台校区社協のみなさんが集まって、「健

康スマイルキッチン」が開催されました。 

高齢になってからでも簡単に作れる料理やお菓

子作りについて、食生活改善推進員の指導のもと、

調理実習を行いました。 

みなさん伊敷台福祉館の

調理室を活用しましょう。

楽しいですよ！ 

避難訓練を実施しました！令和２年３月１０日（火） 

「当日は、震度５強の地震発生後、２階調理室付近から火災が発生する。火災に気付いた職員が消火器

を使って初期消火を試みるが失敗し火災報知機を鳴動させると共に、１１９番通報する。他の職員は、

館内放送に従って、最初は地震の揺れから身を守る態勢をとり、その後、来館者の避難誘導等を行う。」

との内容の訓練を行いました。 

☆ネットワーク団体活動計画表 

鹿児島市からのお願いです 

☆避難所に避難する際の注意について 

避難される場合は、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。 

鹿児島市 地域福祉課（☎２１６－１２４４） 

☆地域福祉館は災害時等の 

避難所として指定されています 

◎感染症予防のために、手指の消毒・手洗い・うがいを励行しまし

ょう。特に調理室を利用される方は、必ずエプロン・三角巾・マス

クの着用をお願いします。 

・あなたも福祉館で活動しませんか！ 



伊敷地区民生委員・児童委員名簿（令和２年２月１日現在）                          

 

 

担 当 地 域 氏 名 電話番号 

伊敷一丁目 1～5・伊敷二丁目 1～10・15～25 鳥原俊郎 229-8683 

伊敷一丁目 6～11伊敷二丁目 14（18～53号） 高原ひとみ 218-8845 

伊敷一丁目 12～14・16～17伊敷二丁目 15 田淵恵子 090-4990-3251 

伊敷一丁目 15・18～22・23（2号）伊敷二丁目 16～18・19（8～34号） 福元由美子 229-5705 

伊敷六丁目・七丁目 2（1・3号除く）5（1号） 伊敷町 6511～6520他） 長野紀子 220-6730 

伊敷二丁目 1（12・28～33）2～13・14（3～16号） 森田妙子 220-5814 

伊敷三丁目２～22・24 加治屋 恵 229-2385 

伊敷三丁目 23（24除く）～33 伊敷四丁目 1～10 福崎麗子 220-2776 

伊敷一丁目 23（2号除く）伊敷二丁目 19伊敷三丁目 1・伊敷五丁目１～7、8・伊敷八丁目 7 細井ひとみ 228-6931 

伊敷四丁目 11～13・五丁目 9～33 八丁目 7（1～2） 谷元 悟 229-3637 

伊敷七丁目 1・2（1・3）3～4・5 伊敷八丁目 2（36）3（65）4（1）・9 永徳久美代 229-6514 

伊敷五丁目 8（57・65）伊敷八丁目 1～（1・5～10）2（10～14、40～50）他 福永萬里子 229-1190 

伊敷七丁目 20～25・伊敷八丁目 18～23 伊敷町 4479～4699 野元文代 229-2208 

田入道・長井田全部・伊敷四丁目 14～15 竹之下勉 229-5116 

千年一丁目（1～24・39～43） 葛迫瑞穂 080-4119-7680 

千年一丁目（25～38・44～50）） 白石 栄 229-9431 

千年二丁目（1～20・24～25） 山口敦子 220-8910 

千年二丁目（21～23・26～45） 白石洋子 220-5015 

主任児童委員（伊敷小・花野小・伊敷台中） 米盛裕子 220-1774 

主任児童委員（ 同   上 ） 増留貴美子 090-8834-9645 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坂元・伊敷台地区民生委員・児童委員名簿（令和元年１２月１日現在） 

 

 

担 当 地 域 氏 名 電話番号 

下田町七窪、伊敷台七丁目７～31（明ケ窪） 遠矢留理子 247-4037 

下伊敷三丁目 69～72・76～89 岡留澄子 220-0563 

伊敷ＮＴ玉里台町内会 田原ムツミ 220-4362 

伊敷台四丁目 29（県営住宅） 久保田成美 802-1929 

伊敷ＮＴおとめ座町内会（伊敷台五丁目） 前岡順子 229-9077 

伊敷ＮＴ東町内会（伊敷台 4－30～42、6－26）ひがし台（7－1～6） 前原幸夫 229-4418 

伊敷台中央町内会（伊敷台四丁目 1～28） 折口良弘 229-7851 

伊敷台北町内会（伊敷台三丁目） 川窪睦子 229-7940 

伊敷台西町内会（伊敷台二丁目） 志賀みつえ 228-7469 

伊敷ＮＴ、南町内会１，２，４区 前屋匠作 228-5832 

伊敷ＮＴ南町内会３，５区 ノースリバーヒルズ 貴島 亨 802-5034 

玉里団地一丁目１～２３ 徳永妙子 229-0595 

玉里団地一丁目２４～４２、４４ 冨永明子 220-5702 

玉里団地一丁目４３～４５、６３ 白坂哲也 080-1760-1966 

玉里団地一丁目６４～８５ 泊 順一 229-7809 

玉里団地三丁目１～２４ 増田益美 229-0337 

玉里団地三丁目２５～４４ 山口久信 090-4513-0881 

玉里団地三丁目（第一市住） 坂元憲美 220-6692 

玉里団地三丁目（第二市住、促進住宅） 鮫島裕子 220-4697 

若葉町（全域） 中山悦子 228-8257 

主任児童委員（坂元） 吉崎さつき 220-4021 

主任児童委員（伊敷台） 小濱時子 229-9533 

 

 

 

 

 

〇民生委員・児童委員は、地域住民の福祉向上のために積極的に奉仕しています。 

主な仕事は、暮らしに困っている人や身心障害者、高齢者、児童、母子家庭などの相談や援助などです。 

また、内容に応じて、市役所の関係各課や関係機関と連携し、適切に対応いたします。 

 

〇個人の秘密は固く守りますので、お困りの方はお気軽に地域の民生委員・児童委員にご相談ください。 

地域の担当民生委員・児童委員・主任児童委員に相談される場合は、この名簿を活用してください。 

 

 

 

お問い合わせ 

鹿児島市健康福祉局 地域福祉課 地域福祉係 

〒８９２－８０７７鹿児島市山下町１１番１号 

電話０９９－２１６－１２４４  ＦＡＸ０９９－２２３－３４１３ 

 


