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赤い羽根共同募金運動へのご協力ありがとうございました

寝たきりの高齢者の方々等にお見舞い～歳末たすけあい運動～

　令和 3 年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの 3 か月間、全国
一斉に「赤い羽根共同募金運動」が行われました。当委員会では、
新型コロナウイルス感染症に対する予防対策を講じながら、戸
別募金、街頭募金、法人募金、学校募金、職域募金等に取り組み、
多くの方々のご協力をいただきました。心から感謝申し上げます。
　寄せられました募金は、全て鹿児島県共同募金会に納入し、
その中から各市町村社会福祉協議会や民間の社会福祉施設、福
祉団体やボランティア団体等へ配分され、地域福祉をはじめ、
民間の社会福祉事業を支える貴重な財源として有効に活用され
ます。また、県共同募金会において、県内の広域的な課題解決
のための助成金や、災害の際に地域を越えて被災された方々の
支援などにも使われます。
　今後とも、共同募金運動にご理解をいただき、一層のご支援
とご協力を賜りますようお願いします。

　赤い羽根共同募金運動の一環である「地域歳末たすけあい」や「ＮＨ
Ｋ歳末たすけあい」に寄せられた募金を活用して、今年度も市民生委員
児童委員協議会のご協力をいただき、各地区の民生委員・児童委員の皆
様方から、在宅で寝たきりの高齢者や、在宅の重度中度心身障害児の方々
へ見舞品（大判バスタオル）や見舞金を贈呈していただきました。

街頭などでの募金活動には、次の店舗や通り会などにご協力いただきました。（順不同､敬称略）
・天文館本通り商店街・天神おつきや商店街・いづろ商店街・中町ベルク商店街
・Aコープ（いしき店、谷山店、おいどん市場谷山店、吉田店、まつもと店、郡山店）
・ニシムタ（伊敷ニュータウン店、スカイマーケット鴨池店、吉野店、N’sCITY 谷山店）
・山形屋・マルヤガーデンズ・オプシアミスミ・マックスバリュ（上荒田店、東郡元店）
・サンキュー（新栄店、和田店）・タイヨー（吉田店、喜入店）
・コープかごしま（紫原店、田上店）・市場バリュースズヒガシ・輝楽里よしだ館
・鹿児島中央駅東口駅前広場・桜島港フェリーターミナル・都市農村交流センターお茶の里
・鹿児島ユナイテッド FC  　　　　　　　　　　　― ご協力ありがとうございました ―
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● 65 歳以上で在宅の寝たきり高齢者への見舞品 …１，６３５件
● 在宅の重度中度心身障害児への見舞金…………………６３６件

「歳末たすけあい見舞品」贈呈対象者・ご家族からのメッセージ

鹿児島市共同募金委員会　☎２２１-６０７３◆問い合わせ◆

地域福祉推進課　☎２２１-６０７１◆問い合わせ◆

市民生委員児童委員協議会への見舞品
等の受け渡し
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日頃の福祉活動やご寄付に感謝します～市社協福祉功労者表彰式～

子ども達のボランティア活動を応援しています～ボランティア推進校表彰式～

　本会では、社会福祉の増進に貢献され、その功績が顕著な方々
を福祉功労者として表彰し、感謝の意を表しています。今年度は、
去る令和３年12月３日（金）に、松枝副市長、川越市議会議長
のご臨席のもと、市社協福祉功労者表彰式を開催しました。
　民生委員・児童委員の方々や校区社会福祉協議会の役職員の
方々、日頃からボランティア活動に熱心に取り組んでおられる方々などに表彰状を、寄付金や物品など
の寄付により市社協の活動を支援していただいた方々、共同募金運動に尽力された団体などに感謝状を
お贈りいたしました。
　本会は、今後も地域の皆さま方と一緒になって鹿児島市の福祉の推進に努めてまいります。
　引き続き、皆さま方のご支援、ご協力をよろしくお願いします。

　【表彰状の部】　　　　　　　　　　　　　　　　　
・民生委員・児童委員　　　　　　　 １43名
・校区社会福祉協議会の役職員　　　　　4名
・ボランティア活動を行う個人又は団体　5名・4団体
・社会福祉事業関係団体等　　　　　　　2団体

【特別表彰：４校】　　　　
（最優秀賞）　喜入中学校　
（優 秀 賞）　中洲小学校
　　　　　　南中学校　
　　鹿児島女子高等学校　　

【一般表彰：５校】　　　
星峯西小学校　明和小学校　
甲南中学校　　鹿児島玉龍中学校
鹿児島玉龍高等学校

【感謝状の部】　　　　　　　　　　　　　
・一般寄付　　　8名・10団体
・物品寄付　　　２名・４団体
・共同募金運動　10団体

～受賞者のコメント～

武校区社会福祉協議会
会長　打越　和郎　さん（右）

　私ども武校区社協は、武・唐湊城ケ平町内会を中心に約 6,300 世帯
余の中で活動しています。
　これまで、高齢者と子ども達のふれあい交流会（わたしもかたして）、
子育てサロン、お達者クラブ、介護講習会等を中心に活動し、コミュ
協の行事にも参加しております。本年度は、新たに安心情報キットを
配付して一人暮らしの高齢者を見守る活動等も行っております。
　今回の受賞は、日頃の活動の積み重ねによるものと思っています。
今後もより一層校区の社会福祉向上に努めていきたいと思います。

　本会では、鹿児島市内の小・中・高等学校を「ボランティア推進校」として指定し、児童・生徒のボ
ランティア活動を支援しています。今回、長年ボランティア推進校として熱心にボランティア活動を行っ
ている学校の中から、特に顕著な活動を行った４校を「特別表彰」、５校を「一般表彰」として表彰し
ました。今後も、学校・地域ぐるみでのボランティア活動を通じて、子ども達の福祉の心を育み、ボラ
ンティア活動の輪が大きく広がっていくことを期待しています。
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ことばの発達に関する講演会～ゆうあい館～

第５期身体障害者パソコン講座受講生募集～ゆうあい館～

福祉機器リサイクル事業・車いすのご提供のお願い～ゆうあい館～

　ゆうあい館では、ことばの発達に関する講演会を開催します。ぜひお
申込みください。
[日　　時 ]　令和 4年 2月 26日（土）13：00～ 15：00
[ 定　　員 ]　40名 ( 定員を超えた場合は抽選 )　　料金：無料
[会　　場 ]　心身障害者総合福祉センター (ゆうあい館)3階　大会議室
[講　　師 ]　近畿大学病院　言語聴覚士　久保田 功　氏
[内　　容 ]　「幼児期のことばの発達における問題点とその対策」
[申込方法 ]　窓口または FAX、メールで「氏名、年齢、住所、電話番号」を令和 4 年 1 月 30 日（日）

までに心身障害者総合福祉センター (ゆうあい館 )へお申込みください。

[対 象 者 ]　鹿児島市にお住いの 18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方
　　　　　　（肢体・内部・聴覚）
[申込期間 ]　令和４年１月４日（火）～１月 25日（火）まで
　　　　　　（締切後も、定員に空きがあれば申込みできます。）
[定　　員 ]　各コース７名
　　　　　　（定員を超えた場合は抽選、１月27日（木）以降に結果通知します）
[受 講 料 ]　無料（施設への送迎はありません）

　ゆうあい館では、令和 3年度の第５期講座を受講する方を募集中です。パソコンやデジカメに興味の
ある初心者の方は、ぜひお気軽にお申込みください。｠

　ゆうあい館では、市民の皆さまから、使わなくなった福祉機器を無償で提供していただき、
必要とする市民の皆さまに無料で提供することをあっ旋しています。
　現在、車いすが不足しています。
　ご家庭にまだ使用できる車いすなど福祉機器があれば、ご提供をお願いします。

 心身障害者総合福祉センター（ゆうあい館）◆問い合わせ◆

☎252-7900   FAX253-5332　メール：yuaikan@dondon-net.or.jp

心身障害者総合福祉センター（ゆうあい館）☎252-7900 ◆問い合わせ◆

◆問い合わせ◆

　【事業概要】

講座名

ワードでお絵描き講座　全６回 ２／３～３／１０（毎週木曜日） １８：００～２０：００

デジカメ講座　　　　　全３回 ２／７～２／２１（毎週月曜日） １5：００～17：００
エクセル講座（基礎と応用）全６回 ２／７～３／１４（毎週月曜日） １８：００～２０：００

期　間 時　間

　現
　ご

心身障害者総合福祉センター（ゆうあい館）☎252-7900 
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なが さわ かなえ

ご利用ください！地域福祉館　～甲南福祉館～

皇徳寺校区社会福祉協議会（2,354 世帯）

　甲南福祉館は周辺に中洲小学校、甲南中学校、甲南高校などがある、教
育と文化の薫り高い地に立地しており、敷地内には薩摩藩英国留学生で「ぶ
どう王」と呼ばれた長沢　鼎の誕生地の碑があります。
　福祉館は１階に事務室、児童ルーム、調理室、地域福祉支援ルーム、２
階は和室が大小の２部屋、３階は洋室があり、地域の皆様の交流や福祉活
動の拠点施設として、多くの方々に利用されております。
　福祉館の恒例行事である秋の祭りハロウィンを令和３年10月25日（月）
から31日（日）までの一週間、ハロウィンウィークとして開催しました。コロナ感染対策を実施しながら、
来館された方々にハロウィンの塗り絵や紙コップのオバケなどを作成していただきました。児童ルーム
を中心に館の玄関等にも飾り付けを行い、大変好評でした。児童クラブや共研公園の利用者、近くの保
育園の園児も来館するなど、期間中100名を超える皆さまにお越しいただきました。来館者の中には「こ
のような児童ルームを初めて知った。これから子供と一緒に利用したい。」等の意見をいただきました。
今後とも、これまで同様に地域の方々に愛され、利用しやすい館を目指してまいりますので、どうぞよ
ろしくお願いいたします。

　皇徳寺校区社会福祉協議会では、「誰もが安心して暮らせる
福祉のまちづくり」の実現に向けて高齢者・障害者福祉の向上、
青少年の健全育成、子育て支援等、地域に即した福祉活動を目
指しています。
　私達の校区社協は、日頃から地域の方々が交流を図れるよう
に、毎週のグラウンドゴルフ、校区交流大会、お達者クラブ、
子育てサロンを開催しています。特に、子育てサロンに関して
は、校区外からの参加者やスタッフも多く、皆さん子育て学習
や仲間づくりなどの楽しい時間を過ごしています。一緒に参加
してみませんか？
　また、敬老の日には敬老祝い品のお届け、年始には一人暮ら
しの高齢者への年賀状のお届けなど幅広い活動に積極的に取り
組んでいます。
　これからもさまざまな活動を通して地域住民が触れ合う機会
をつくり、地域の絆を育んでいきたいと思います。

甲南福祉館　☎ 256-3771◆問い合わせ◆

地域福祉推進課　☎ 221-6071◆問い合わせ◆

ハロウィンウィークの様子

長沢　鼎　誕生地の碑

ふれあい子育てサロンの様子

グラウンドゴルフ大会の様子



市内の福祉施設へおもいやりの気持ちを届けています

今日からできるボランティア活動の紹介～使用済切手収集活動～

福祉学び合い講座を開催します（受講料無料）

　ボランティアセンターでは、新型コロナウイルス感染症の影響により、
ボランティア活動を行う機会がない方や、ボランティアを始めたいが 1 人
では何から始めていいか分からない方を対象に、ボランティア活動のきっ
かけづくりとして、「Opening ボランティア」講座を月に 1 回開催してい
ます。
　講座では、誰でも簡単にできる「ちぎり絵」や「絵手紙」などを作成し、
学生から年配の方まで一緒に協力しあいながら楽しく活動しています。
　そして、完成した作品は、福祉施設等に寄贈し、コロナ禍で外部の方と
交流のできない入所者の方にたいへん喜ばれています。
　ボランティア初心者の方でも参加しやすい内容になっていますので、興
味がある方はお気軽にボランティアセンターまでお問い合わせください。

　地域福祉をテーマとした講話や講師と参加者の意見交換を通して、地域福祉について関心を深めても
らう内容です。
　［日　　時］　令和４年２月 23日（水・祝）　13：００～ 16：００
　［会　　場］　かごしま市民福祉プラザ５階　中会議室
　［定　　員］　50名（先着順）
　［申込方法］ FAX又はメールで、住所・氏名・連絡先を記入
　［申込期間］ 令和４年１月 24日（月）～２月 10日（木）

　手軽にできるボランティア活動として、使用済切手の収集活動を行ってみませんか？
集めた使用済切手をボランティアセンター窓口までお持ちください。鹿児島県社会福祉協議会を通じて、
県内の福祉機器や災害支援機材等の整備に役立てられます。

　切手の種類は特に限定されず、日本の切手、外国の切手どちらでも大
丈夫です。記念切手、特殊切手に限らず収集できます。消印以外の汚れ
がある、破れている、まわりのギザギザが欠けている、折り目があるな
どの切手は収集できません。

・封筒から切手をはがさない。切手は消印を切り取らないで消印を残すように切り取る。
・切手から 5㎜～ 1㎝離して切り取る。
・日本の切手と外国の切手に分ける。
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収集できる切手

切手の切り取り方

 ボランティアセンター　☎ 221-6072◆問い合わせ◆

 ボランティアセンター　☎ 221-6072◆問い合わせ◆

 地域福祉推進課　☎ 221-6071　FAX２２１-６０７５

メール：　k-shakyo-ti11@dondon-net.or.jp

◆問い合わせ◆

福祉施設へ贈る作品作りの様子

福祉施設の入所者の皆さま



「成年後見制度」講演会を開催しました
　成年後見センターでは、成年後見制度について市民の
皆さまに理解を深めていただくために、令和 3 年10 月
30日（土）に講演会を開催しました。元裁判所首席書記
官の渋井保之氏による講演は、成年後見制度に関する身
近な問題を、裁判所の現場で得た知識と経験をベースに、
時にはユーモアを交えてお話しいただき、約120名の参
加者は熱心に聞き入っていました。
　参加者からは、「ユーモアたっぷりに講演され、難し
い専門用語もなく分かりやすかった。」「自分自身のこと
を考えると、大変心に残った言葉が多く、少しでも今か
ら考えなければと思った。」といった声が寄せられるなど、成年後見制度の理解が深まる大変有意義な
機会となりました。
　成年後見センターでは、このような講演会をはじめ、法律・福祉の専門職の方などを講師とした講座
の企画や、市民の皆様が開催される集会等に出向き、成年後見制度について説明を行うなど、広報啓発
に取り組んでいます。
　認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方の不安や困りごとがありましたらお
気軽にご相談ください。

～コロナ禍の学生にエール！食糧支援事業～ ご報告
　本会は、赤い羽根共同募金助成金や寄付金を財源として、新型コロナウイルス感染症の影響でアルバ
イト収入などが減少した学生を対象に今年度 2回目の「食糧支援事業」に取り組みました。
　市内の大学、短期大学、専門学校に在学する 801名の学生さんから申込があり、令和３年 11 月 16
日から 26日までの間、最寄りの地域福祉館などで配付しました。
　学生さんからは、「アルバイトが思うようにできない中、学費や生活費の支払いは大変です。」「食糧
品をいただけてとても助かります。」といったメッセージが寄せられ、今もなお厳しい状況下にあるこ
とが分かりました。今後も社会の情勢やニーズに対応した取り組みを続けていきます。

※今回は、上記の食糧を宗教上食べることができないと事前に連絡いただいた 3 名の方には、別途食糧
（ハラルフード）を準備しお渡ししました。また、令和 3 年 11月18 日に鹿児島県社会福祉協議会か
ら寄贈された災害時用非常食も数量限定でしたが一緒に配付しました。

【7】

かごしま市社協だより　第 142号

【配付した食糧品の内容】
①鹿児島県産米　　　　（３ｋｇ）　
②レトルトカレー　　（ 8 食分）　
③インスタント味噌汁（20食分）
④ふりかけ　　　　　　（20回分）

 成年後見センター　☎ 210-7073◆問い合わせ◆

企画総務課財務係　☎ 221-6070◆問い合わせ◆

食糧を受け取った学生の皆さん

講師の渋井保之氏



　皆様の温かいご支援に心から感謝申し上げます。本会ホームページでも随時ご紹介しています。是非
ご覧ください。
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す 是

〔物品寄付〕

〔香典返し寄付〕

〔一般寄付〕

本 部 受 付 大 迫 　 芳 郎 様 坂之下　チヱ子 様　 酒 元　良 子 様　　濵村　知恵美 様
郡山支部受付 末 永　利 文 様 　 田 中 　公 弘 　様

山内　一人　様　　 有馬　禮子　様　　 仁賀　ミツ 様　　 仁賀　栄子 様　　 山切　邦晟 様
株式会社谷山通信工業 様　ボランティアグループさわやか会　様　 ワールド極真会館鹿児島県支部 様

寄付者のご紹介（令和 3年 7 月 21日～ 11 月 30 日受付）

株式会社GiVER
はりきゅうマッサージ SAYURI 様

株式会社エヌ・ケイ・
カスタマイズ 様

株式会社マサミ　様 株式会社大成電設　様

株式会社山形屋 様
( ステッキ 50 本 )

野田　洋一郎 様（上質紙）
松﨑　陽子 様

鹿児島純心女子高等学校
生徒代表の皆様

鹿児島玉龍高等学校
生徒代表の皆様

未使用の文具品
中古ランドセル

　チャリティーイベントの益金、会社創立の周年事業を記念した寄付、また、香典返しに代えての
寄付や遺贈（遺言による寄付）など､皆様からの寄付を受け付けております。お寄せいただいた寄
付金は、「地域福祉ささえ愛基金」に積み立て、地域福祉推進のために大切に活用させていただき
ます｡

地域福祉ささえ愛基金～ご寄付のお願い～

広報紙「かごしま市社協だより」はウェブでも公開中！詳しくは 鹿児島市社協 で 検索

☆遠方にお住まいで鹿児島の地域福祉を応援くださる
　方もスマホ等からお気軽にご支援いただけます。

※本会は税額控除対象法人であり、寄付控除が受けられます。

※SoftBankスマホの方は
携帯電話料金と一緒に、
SoftBankスマホ以外の方
はクレジットカードでご寄
付いただけます。

つながる募金のご案内

 企画総務課財務係　☎221-6070◆問い合わせ◆

○　子育てを地域ぐるみで支え合う活動（子育てサロン、子ども食堂）の支援
○　地域での見守り活動や介護講習会開催の支援
○　ボランティア活動の支援
○　高齢者への安全杖の提供 など

[ 寄付の使い道 ]

吉田支部受付 山之内　弘美 様

　生徒の皆さんが中心と
なり福祉活動に取り組ま
れ、鹿児島玉龍高等学校
（2 学年）から未使用の
文具品等を、また鹿児島
純心女子高等学校からは
新聞紙で作ったエコバッ
ク等を、それらを必要と
する方へ届けてほしいと
寄贈いただきました。

新聞紙で作ったエコバック
塗り絵

ご紹介～生徒の皆さんの思いを寄付に託して～


