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新会長の就任あいさつ

赤い羽根共同募金

1947 年に生まれた、わが国唯一の国民総参加を目指す募金運動です。
共同募金のシンボルである「赤い羽根」は、1948年の第２回目の募金運動から使われ、善い行い・

勇気の印といった意味があります。
また、共同募金は、社会福祉法をよりどころとして、都道府県を単位とする共同募金会によって、

10月１日から全国一斉に行われる募金活動です。

　皆様こんにちは、このたび松木園前会長の後を受け、鹿児島市社会福祉協議会の
会長に就任いたしました上之園でございます。
　鹿児島市の地域福祉の推進に大きな役割を果たしてきた社協の重責を担うことと
なり、身の引き締まる思いとともに、皆様のお役に立てるよう、誠心誠意取り組ん
でまいる所存でございます。
　さて、人口減少社会に突入するとともに少子高齢化が加速する時代の中で、地域

活動の担い手不足や感染症リスクの高まりなど地域福祉を取り巻く環境は大きく変化してきており、
地域住民が抱える福祉課題は複雑化・複合化しています。
　社協では、これらの福祉課題の解決や地域福祉の向上に取り組み、地域の方々との協働による福
祉活動の指針となる「第 5次地域福祉活動計画」を本年 3月に策定しました。
　「みんながつながり・支え合う　生きがいあふれる福祉のまち　かごしま」という基本理念を鹿児
島市の地域福祉計画と共有し密接に連携して計画の推進に取り組むこととしております。
　これからも役職員一丸となって地域福祉の推進に努めて参りますので、皆様のさらなるご支援ご
協力を賜りますようお願い申し上げます。

　鹿児島市社会福祉協議会では、松木園富雄氏が令和 4 年 6 月 21 日に会長職を退任し、翌日開催の
第 2回通常理事会において、上之園彰氏が新会長に選任されました。

　市民の皆さまには、赤い羽根共同募金運動にご理解とご協力をいただき、心からお礼を申し上げます。
　今年も 10月１日から全国一斉に赤い羽根共同募金運動が始まります。
　鹿児島市共同募金委員会では、皆さまから寄せられました募金を、地域の校区社協や町内会等の福祉
活動の支援、ボランティア活動の支援、さらに歳末たすけあい事業など、「じぶんの町を良くするしくみ。」
として、地域福祉の向上のために幅広く役立てております。
　今年もコロナ禍での実施となりますが、皆さまのあたたかい善意をお寄せいただきますよう、よろし
くお願いいたします。

令和４年度の目標額

目標額　　　　　57,000,000 円　　　　　　　　　　　

　○「赤い羽根共同募金」とは？ 

うえ　　の　　その　あきら

運動実施期間：令和４年 10月１日～ 12月 31日

鹿児島市社会福祉協議会
会長 上之園 彰
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（単位：円）

令和３年度募金の実績と使い道

令和３年度 募金実績額 　53,432,425 円　　　　　　

　赤い羽根共同募金運動には、毎年多くの市民の皆さまや企業、団体等のご協力をいただいています。
　おかげ様で昨年度も様々な福祉活動を行うことができました。
　ここでは、令和３年度に市共同募金委員会に寄せられた募金額とその使い道について報告します。

　○募金の種類と令和 3年度の募金額

①戸別募金

②街頭募金

③法人募金

④学校募金

⑤職域募金

⑥その他募金

募金の種類 内　　容

合　　計

募 金 額

35,053,515

2,812,562

8,882,708

1,912,937

3,383,046

1,387,657

53,432,425

世帯を対象とした募金

街角や人の集まる場所で通行人を対象とした募金

企業等を対象とした募金

児童・生徒を対象とした福祉教育を目的とした募金

企業等の従業員を対象とした募金

商業施設等に設置した募金箱への募金など

募金活動の様子  太陽の子幼稚園募金贈呈式 子ども食堂支援事業　　　　

＊地域福祉活動費　 　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　18,333 千円
　（校区社協活動支援事業、地区民生委員児童委員協議会への助成など）
＊ボランティア活動推進費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　7,263 千円
　（ボランティア活動推進事業、わくわく福祉交流フェア開催事業）　  　　　　　  　
＊高齢者福祉活動費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　5,805 千円
　（在宅の寝たきり高齢者への見舞品贈呈、高齢者安全杖有償提供事業など）
＊障害者福祉・児童福祉等活動費　　　　　　　　　　　　　　　　 　3,835 千円
　（在宅重度中度心身障害児への見舞金贈呈、子ども食堂支援事業など）

【市内で使われるものの主な内訳】

県内広域の福祉課題の解決や災害等準備金積立金、
県共同募金会の運営経費等に使われます

（市内の福祉団体や市社協が実施する事業に使われます）

（ ）
　寄せられた募金は「じぶんの町を良くするしくみ。」として、次のような事業などに使われます。

県内で使われるもの　18,196 千円

市内で使われるもの　35,236 千円
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赤い羽根共同募金助成金の交付希望団体の募集

令和３年度に共同募金運動において表彰された方々のご紹介

　市共同募金委員会では、赤い羽根共同募金にご寄付をいただいた市民の皆さまのあたたかいお気持ち
に応え、募金を幅広く有効に活用するため、助成を希望する団体を募集します。

　共同募金運動で多大な実績をあげられた団体等に対して、表彰状・感謝状が贈られました。
　心からお祝い申し上げますとともに深く感謝を申し上げます。（敬称略・順不同）

鹿児島県共同募金会会長感謝状（39団体）　　　
JA 鹿児島県中央会・各連合会関連会社役職員一同、
鹿児島県庁職員一同、（株）南日本銀行、鹿児島信
用金庫、鹿児島相互信用金庫、鹿児島市郡山地区高
齢者クラブ協議会、鹿児島市消防団員一同、井後眼
科、（医）隆成会隆成会病院、（株）ゼネラルエンヂ
ニヤリング、（株）九電工鹿児島支店、鹿児島市社
会事業協会役職員一同、大福コンサルタント（株）、
鹿児島市管工事協同組合、（一社）鹿児島県建設業
協会、アクア・トゥルース（株）鹿児島支店、（株）
山形屋、オカテック、ENEOS 喜入基地（株）、九州
電力（株）・九州電力送配電（株）、（有）アルティス、
南国殖産（株）職員一同、（公社）鹿児島共済会南
風病院、（株）西原商会、三洋工機（株）、（株）前屋敷組、
（一社）鹿児島県建設業協会鹿児島支部、 （株）サニ
タリー、（株）カクイックス、鹿児島トヨタ自動車
（株）、（株）南日本新聞社、（株）ＪＲ鹿児島シティ（ア
ミュプラザ鹿児島）、マリックスライン（株）、メイ
ワ冷熱工業（株）、（株）寿福産業、（株）大進、鹿
児島市松元地区高齢者クラブ連絡協議会、鶴丸高等
学校、鹿児島市社会福祉協議会役職員一同

鹿児島市社会福祉協議会福祉功労者感謝状（11団体）
白山町内会、粕石町内会、藤野地域公民館、唐湊山
の手町内会、新地町内会、有屋田自治会、武岡六丁
目町内会、労住第５ビル管理組合、池田自治公民館、
枦堀町内会、オカテック

　助成交付申請書に必要事項を記入のうえ、関係書類を添付してご提出ください。申請書は市社協
ホームページからダウンロードするか、事務局までお問い合わせください。
（１）募集期間　　　　　　　令和４年 10月３日（月）から 11月 30日（水）まで
（２）応募・問い合わせ先　　鹿児島市共同募金委員会　☎221－6073　　　　　　

　自分たちの住む地域を良くしていこうと市内で活動する社会福祉法人、NPO、校区社協、町内
会等の地域の団体や福祉団体、ボランティア団体などが行う事業

1　対象となる団体・事業

２　応募の方法

３　助成の決定等
令和5年 3月（内定の可否については、令和 5年 1月下旬に通知します。）　　
※助成金は、令和 5年度に交付します。　　　

厚生労働大臣表彰（１団体）
　与次郎町内会

中央共同募金会会長表彰（１団体）　
　上花棚町内会

鹿児島県知事表彰（４団体）
　山之園町内会、伊敷ﾆｭｰﾀｳﾝﾉｰｽﾘﾊﾞｰﾋﾙｽﾞ自治会、
　入来町内会、川上町内会

鹿児島市社会福祉功労者表彰（６団体）
　赤水公民館、明成町内会、浜平川地区会、
　下伊敷住宅睦会、宮西公民館、飯山公民館
鹿児島県共同募金会会長表彰（９団体）
　吉野台団地町内会、太陽ヶ丘町内会、川下集落会、
　大浦自治会、明ヶ窪町内会、八幡校区振興会 3支部
　4区、鴨池新町テラスハウス町内会、仮屋崎自治会、
　大原本公民館

中央共同募金会会長感謝楯（１団体）
　鹿児島市民生委員児童委員協議会

中央共同募金会会長感謝状（２団体、１個人）
　（株）鹿児島銀行、鹿児島市役所職員一同、
　杉木　和子

表 彰 状

感 謝 状



【5】

かごしま市社協だより　第 144号

ご利用ください！地域福祉館　～玉里福祉館～
　玉里福祉館は、昭和48年に市内で 2 番目の福祉館として開館し、今年で
49年目を迎えます。また、島津久光公ゆかりの玉里別邸や鹿児島女子高等
学校などが隣接する閑静な住宅街の一角に位置し、歴史や文化の香りが感
じられる豊かな環境の中にあります。
　これまで、地域の福祉活動の拠点として、校区社協や町内会などのネッ
トワーク活動や趣味・教養活動グループ（洋裁、手芸、日本画、日本舞踊、空手、
体操、ダンス、ハーモニカなど）の交流の場として、長年、ご利用いただいております。｠新型コロナウ
イルス感染症の影響で思うような活動もできない状況ですが、｠皆さんに安心してご利用いただけるよ
う、職員一同、感染予防対策に努めてまいりますので、今後とも、よろしくお願いいたします。｠

　清水校区社協で子育てサロンを立ち上げてから令和４年７月
19 日で 20 周年を迎えることができました。地域の民生委員・
児童委員の皆さんや、清水保育園・同胞保育園、保健師さんの
協力でここまで続けられた事に深く感謝いたします。
　清水校区は、遺跡や史跡がたくさん残された歴史と文化の町
で、とても住みやすいところですが、不安を感じながら子育て
をしている親御さんから相談を受ける機会が多くありました。
地域でなんとか解決できないかと思っている時、０歳から３歳
までの子育て中の親子に参加してもらう「子育てサロン」の事を市社協の方から聞き、さっそく取り組

む事を校区社協に相談し、また地区民児協の方々に協力いただ
けないかと相談し開催することになりました。
　毎月１回、第３火曜日に手作りで親子遊びや季節の行事等を
通して、楽しそうに作品を作っている親子や、また、ママ友が
できて帰っていかれる様子を見て、ここまでやってきてよかっ
たと心から思うところです。また、子供さん方の成長の過程を
見守りながら地域で役立てる事に何よりも幸せを感じています。
　これからも、様々な福祉活動に取組みながら、地域の皆さん
との絆を深める事を目指して活動して行きたいと思います。

　私達は学校のPTA仲間から始まり、玉里福祉館を
利用して 20年近くなります。｠
　ソーイングに限らず、健康・年金・子育て・スマ
ホの使い方など、みんなで楽しく過ごせています。｠
　仲間で集える場がありとても助かっています。｠

【利用者の声】～ソーイング仲間　濱之上さん～

地域福祉推進課 推進係　☎ 221-6071◆問い合わせ◆

◆問い合わせ◆ 玉里福祉館　☎ 220-1548

清水校区社会福祉協議会　～子育てサロン 20周年を迎えて～

次号は、田上台福祉館と東桜島地域校区社会福祉協議会の予定です。お楽しみに♪



（単位：千円）

令和 3年度 事業報告・決算
　令和3年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため一部の事業やイベントを中止し、規模を
縮小せざるを得ない状況等がありましたが、感染症予防対策を徹底し、「第４次地域福祉活動計画」（令
和元年度～３年度）に基づき、地域における福祉課題解決のための事業に取り組むとともに、「第5次地
域福祉活動計画」（令和 4年度～8年度）を策定しました。

地域での福祉活動の推進のために

ボランティア活動の推進のために

高齢者や障害者の方々のために

主な事業内容　※受託事業を含む
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受託金
1,178,536
（ 78.9%）

補助金
210,772
（ 14.1%）

共同募金助成金
34,742
（ 2.3%）

会費・寄付金
22,934
（ 1.6%）

その他の収入
46,755
（3.1％）

施設管理・
運営事業
852,746 
(59.4%）

地域福祉
活動事業
307,970
（21.5%）

介護認定調査
事業

228,337
（15.9％）

貸付事業
46,065

※詳細はホームページで閲覧できます。

（3.2%）

コロナ禍の学生にエール！
食糧支援事業

ボランティア出前講座
の様子

〇地域福祉活動計画の策定及び進行管理
〇校区社協活動への支援（活動費の助成）
〇地域福祉支援員による支援（情報提供、相談支援等）
○子ども食堂への支援（活動事業費の助成）
〇共同募金運動への協力
○コロナ禍における新規事業の実施
　（高齢者入浴剤贈呈、学生への食糧支援）

〇ボランティアセンターの運営
○ボランティア推進校、シニアボランティア活動の支援
〇災害ボランティアセンター設置・運営訓練の実施

〇在宅の寝たきりの高齢者に対する見舞品の贈呈 
○在宅重度中度心身障害児に対する見舞金の贈呈
〇車椅子の無料貸出
〇高齢者安全杖の有償提供
〇ことばの発達相談・指導、福祉機器リサイクル（あっ旋）

権利擁護の推進
○成年後見センターの運営

社協の事業を知っていただくために
〇「社協だより」の発行（年３回）、ホームページによる情報発信
〇出前講座の実施

収入
1,493,739

支出
1,435,118

令和３年度決算の内容



成年後見センターのご案内 ～より多くの皆さまに知っていただくために～

車椅子の提供のお願い！～福祉機器リサイクル事業～

ベビースケールと乳幼児身長計をご利用ください ! 

　成年後見センターでは、成年後見制度の広報啓発のために、
毎年、講演会や講座を開催しています。
　また、市民の皆さまが地域や職場等のさまざまな集まりで勉
強会や研修会等を開催される場合に、「成年後見制度について知
りたい（学びたい）」といったご希望がありましたら、センター
の相談員が会場へ出向き、制度に関する説明を行います。
　ぜひ、ご利用ください。

　ゆうあい館では、使わなくなった車椅子を、市民から無償で提供していただき、
希望する市民に無料で提供しています。現在、ハンドルにブレーキがついた車椅
子が不足しております。
　ご連絡いただければ、職員が訪問し、状態を確認の上、引き取ります。
　使わなくなった車椅子がありましたら、ご連絡ください。

　子育て中の保護者の方が、身近な場所で 赤ちゃんの体重や
身長を測定できるよう、 令和4年8月から、3 か所の地域福祉
館の児童ルームに ベビースケール （体重計）と乳幼児身長計
を配置しています。 
　ぜひご利用ください。 
〔配置場所〕坂之上福祉館、武岡福祉館、田上台福祉館
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企画総務課 財務係　☎ 221-6070◆問い合わせ◆

成年後見センター　☎ 210-7073◆問い合わせ◆

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◆

 地域福祉推進課 推進係 ☎ 221-6071◆問い合わせ◆

卓球バレー大会の様子（ゆうあい館）

職員研修の様子

各種施設の管理・運営
〇福祉コミュニティセンター、高齢者福祉センター（７館）、
　心身障害者総合福祉センター（ゆうあい館）、
　地域福祉館（41館）、吉田福祉センターの管理運営

介護認定調査事業の実施
○介護認定調査事業
生活福祉資金貸付事業の実施
○貸付・借入相談等



　皆様のあたた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。
ぜひご覧ください。

　鹿児島市社会福祉協議会では、皆様からのご寄付を受け付けております。チャリティーやイベントの
益金、会社の周年事業を記念した寄付、遺贈（遺言による寄付）、物品寄付のことなどお気軽にお問い
合わせください。

かごしま市社協だより　第 144号
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〔物品寄付〕

〔香典返し寄付〕

〔一般寄付〕

法人本部受付　稲村　和男 様　　牧園　琴江 様 吉田支部受付　有川　ヒロ子 様
郡山支部受付　郡山　利正 様

寄付者のご紹介（令和 4年 3 月 16 日～ 7 月 31 日受付）

鹿児島東急会 様 翔舞会 様 鹿児島市勤労女性センター友の会 様

株式会社GiVER はりきゅう
マッサージ SAYURI 様

京セラ株式会社 様
( 車椅子　２台 )

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。 ※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◆

大生工業株式会社様
大生土木有限会社様

イオン九州株式会社 鹿児島事業部 様
（マスク　600袋）

鹿児島市勤労勤労女性女性セセセンセンターター友の会 様

おります チャリティ やイベントの

様

有馬　禮子 様
片ノ坂　勝吉 様
鎌田　修 様
山内　一人 様
鳥越　昭一 様
佐野　美代子様

野田　洋一郎 様（上質紙）
松﨑　陽子 様
かごっま弁劇団「でこんば」様
　　　　　　　　　　　　（消毒液）
谷口　新一郎　様（碁盤・碁石一式）
匿名 様（生理用品、マスク）


