
  

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

月 日 内     容 

４月 ６日 みんなで楽しく 仲間づくり 

５月 ― ～ お 休 み ～ 

６月 １日 親子いっしょに 健康・育児相談 

７月 ６日 楽しく 親子あそび 

８月 ３日 お兄さんお姉さんとミニ夏祭り 

９月 ７日 親子いっしょに 楽しい体操 

月 日 内  容 日 内  容 

４月 １日 開講式 (ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ) １５日 ヘルスチェック 

５月 ６日 消費生活センター ２０日 中間の歴史について 

６月 ３日 物づくり １７日 物づくり 

７月 １日 七夕作り １５日 健康の話 

８月 ５日 踊りの練習 １９日 物づくり 

９月 ２日 敬老会に向けて １6 日 町内会からの話 

宇宿中間福祉館だより 
第 ５１ 号 

令和４年 ４月 発行 

鹿児島市宇宿中間福祉館 

鹿児島市宇宿七丁目 14 番 25号 

☎・Fax  099-265-8343 

「宇宿中間お達者クラブ」・「なかま子育てサロン」の活動計画 〔令和４年度 前期（４月～９月）〕 

 民生委員・児童委員は、地域の暮らしを見守るボランティアです。 住民の方々の生活上の困りごとや

心配事に関する相談に応じ、関係機関等へつなぎます。また、子どもや子育てに関する支援を専門とする

児童委員は、学校などと連携し地域の「子育て応援団」として様々な活動に協力しています。 

 

◇ 各担当区の民生委員・児童委員は、次の方々です。 

担 当 区 民生委員氏名 電話番号 担 当 区 民生委員氏名 電話番号 

宇宿一丁目 1～１４ 坂本 久美子 個人情報非公開 宇宿五丁目 1～5、

12(3～36 号、28～33 

蘆谷 るり子 個人情報非公開 

宇宿一丁目 15～28、

37（1～21号、23～24号) 

二宮 美智子 個人情報非公開 宇宿五丁目 13～18、

23～27、六丁目 2 

頴川 知子 個人情報非公開 

宇宿一丁目 29～36、37

（22 号、25～37 号)、38 

作本 豊 個人情報非公開 宇宿六丁目 3、6～14、

15(16～22 号)、16(14～

23 号)、七丁目 5～8 

梶原 利江 個人情報非公開 

宇宿一丁目 41～57 高橋 眞由美 個人情報非公開 宇宿四丁目 30～31、 

五丁目 19～22、六丁目 1、

4～5、七丁目 1～2 

古谷 明美 個人情報非公開 

宇宿一丁目 39～40、

58、四丁目 1～19 

福留 とし子 個人情報非公開 宇宿六丁目 19～22、七丁目

3(1～12 号)、4、9～15、

八丁目 1～7、九丁目 1 

森田 眞一 個人情報非公開 

宇宿二丁目 1～18、

三丁目 14～18 

今村 康子 個人情報非公開 宇宿八丁目 8～17、18(18

～2４、26、28、30 号)、

19、九丁目 6～12、21～

42 

久保 和明 個人情報非公開 

宇宿三丁目 1～13、 

四丁目 20、21(1～6 号)、

36～39 

上國料 節子 個人情報非公開 宇宿六丁目 15(1～15 号)、

16(1～13,16～22 号)、

17、18、23～47、 

九丁目 2～5 

山下 国春 個人情報非公開 

宇宿三丁目 19～34 大庭 真奈美 個人情報非公開 宇宿九丁目 13～20、 

向陽二丁目 1～１８ 

寿 律子 個人情報非公開 

宇宿四丁目 21(10 ～38

号)、22～29、32～35、 

七丁目 3(18～32 号) 

竹口 タキ子 個人情報非公開 向陽一丁目 1～4、 

5(1～3 号)、10～12、 

向陽二丁目 19～29 

笠井 洋子 個人情報非公開 

宇宿二丁目 19～29 福留 美由紀 個人情報非公開    

宇宿三丁目 37～45、

51～57 

松下 さおり 個人情報非公開 主任児童委員 

(宇宿校区) 

作田 香衣子 個人情報非公開 

宇宿三丁目 35～36、46

～50、58、五丁目 6～11、

12(37～57 号) 

寺前 文子 個人情報非公開 主任児童委員 

（向陽校区) 

原田 加代子 個人情報非公開 
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地域福祉館は、趣味・教養活動等を通し

て交流の場、またコミュニティづくりの場

として、地域の皆さんにご利用いただいて

います。 

そのほかにも、地域福祉活動を推進する

拠点としての支援業務なども行っていま

すのでお気軽にご相談ください。 

 
福祉館をご活用ください   

お達者クラブ 

場所：宇宿中間福祉館 2 階洋室 

時間：午前 10 時～11 時(毎月 第一水曜日) 

※ 都合により変更する場合があります。 

なかま子育てサロン 

場所：宇宿中間福祉館 2 階和室  

時間：午前 10 時 ～ 1１時３０分 

※ 毎月 ２回（金曜日）の予定です。 

管理運営：指定管理者 鹿児島市社会福祉協議会 

 

 

 

 

鹿児島市社会福祉協議会では、歩行が不安定な高齢者の 

日常生活の安全と、生活行動の範囲を広げることを目的に、 

安全杖を提供しています。 

 令和４年４月から、地域福祉館でも安全杖の提供ができる 

ようになりました！ 

＊対  象  者 市内に居住する 65 歳以上で常時杖を必要と 

する方 

＊本  数  等 対象者一人あたり 1 本、１回限り 

＊個人負担金  1 本５００円 

＊申 請  等 杖をご希望の方は、担当の民生委員・児童委 

員にご相談ください。 

＊種   類 アルミ製伸縮杖（長め・短め）、アルミ製折 

りたたみ杖、木製杖 

       福祉館に杖の見本が配置してありますので、 

ぜひ直接ご覧ください。 

       ※木製杖は福祉館では提供できません。 

高齢者安全杖有償提供事業 

福祉館では次の業務も行っています 

ボランティア活動の支援 福祉の相談窓口 

・地域の中でボランティア活動をしたい方へ 

・地域の中でボランティアをしてもらいたい方へ 

 情報提供や双方の橋渡しを行います。 

・福祉館でボランティア登録が行えます。 

福祉に関してわからないことや疑問に 

対して、説明や助言を行います。 

どうぞお気軽にご利用ください。 


