連携!! 地域でつくる福祉、健康、ふれあいのまち事業
主催：ＮＰＯ法人地域ケア交流会 福祉フェスタinはらら実行委員会
日時：平成29年

月

日（日）10:00～15:00

会場：鹿児島市立原良小学校
【後援】
鹿児島県 鹿児島市
鹿児島市教育委員会
鹿児島県歯科医師会
鹿児島県看護協会
鹿児島県理学療法士協会
鹿児島県作業療法士会
鹿児島県言語聴覚士会
鹿児島県社会福祉士会
鹿児島県社会福祉協議会
ボランティアセンター
鹿児島市社会福祉協議会
鹿児島県介護福祉士会
鹿児島市長寿あんしん相談センター
介護労働安定センター鹿児島支部
認知症の人と家族の会鹿児島県支部
鹿児島県社協老人福祉施設協議会
鹿児島市老人福祉施設協議会
鹿児島県老人保健施設協会
鹿児島県障害者支援施設協議会
鹿児島県精神保健福祉士協会
コミュニティＦＭ放送局「ＦＭぎんが」
NPO法人鹿児島県認知症グループホーム
連絡協議会鹿児島熊毛支部
ＫＹＴ鹿児島読売テレビ
ＫＴＳ鹿児島テレビ
ＫＫＢ鹿児島放送
ＭＢＣ南日本放送
ＮＨＫ鹿児島放送局
南日本新聞社
エフエム鹿児島
鹿児島シティエフエム
日本福祉用具供給協会鹿児島県ブロック
（順不同）
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特別養護老人ホーム

くすの木グリーンハイツ
〒891-1205 鹿児島市犬迫町7771番地
TEL ０９９-２３８-０３４６

地域活動支援センター

サポートやすらぎ

医療法人 春風会

田上記念病院

聖心会

鹿児島市西別府町1799番地
鹿児島市武岡5丁目16-18
TEL 099-282-0051 FAX 099-282-6600
URL:http://www.shunpukai.com
TEL:099-802-7229/FAX:099-802-7230

はりきゅうマッサージ

あすなろ在宅治療院

〒891-1205 鹿児島市犬迫町7749番地 〒890-0054 鹿児島市荒田1丁目33-7-202
TEL ０９０-５９２３-９０００
TEL ０９９-２３８-０６００
株式会社 スミルズ
居酒屋 鉄板焼

よりみち

医療法人

まごころデイサービス 武岡

ワークスペース コケット
Kokett Café
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居宅介護支援事業所 / 訪問介護

まごのて伊敷
事務局：鹿児島市下伊敷3丁目24-16
TEL:099-248-7920/FAX:099-248-7921

デイサービス よいどこい田上

福田鍼灸院

鹿児島市田上4丁目7番28号

鹿児島市玉里団地1丁目43-13-202

地域密着型通所介護
（TEL）099-202-0325 （FAＸ）099-202-0326
遺品・生前整理 住環境づくり/片付け清掃のお手伝い
介護施設等への入居前整理・仏神具 お仏壇 お人形供養
家財、家電、衣類（使用可能品のリユース）

暮らしサポート・レモンクォーツ合同会社

TEL099-807-219１ / 090-7988-3122

福祉用具レンタル 販売

住宅改修

etc

ケアプラス

鹿児島市武岡4丁目22番13号
鹿児島市東千石町16-13 2F
電話 099-262-4834 fax 099-811-1129
鹿児島市原良6丁目9-3 TEL(099)281-9004 TEL 099-219-9602 / FAX 099-219-9603
TEL 099-230-7294 / FAX 099-230-7295
HP//www.remon-ku.com
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（株）ライフサポート吉満

グループホーム みどり

福祉用具のレンタル・販売、住宅改修、介護保険に関するご相談なら

株式会社カクイックスウィング

福祉用具レンタル・販売・住宅改修・医療機器
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株式会社 花梨

QCC鹿児島

訪問看護ステーション かりん

医療法人 賢 仁 会

社会福祉法人 のぞみ会
特別養護老人ホーム武岡ピュアハウス
鹿児島市武岡一丁目121番9号

鹿児島市谷山港1-2-7
鹿児島市武3丁目13-4-303
鹿児島市川上町3561
〒892-0877 鹿児島市吉野一丁目12番23号
TEL:099-295-7333 FＡＸ:099-295-7322 TEL 099-261-4114 FAX 099-261-4800 TEL 099-295-3512 FAX 099-295-3516 TEL:099-258-7271 FAX:099-258-7272

プロのおそうじ DUSKIN

ダスキンアイワ 喜びのタネをまこう
代表取締役社長 福田 直哉
フリーダイヤル ０１２０－４５０－７９０
介護家族の負担軽減・施設情報公開活動

特定非営利活動法人

くらしと介護

事務局：鹿児島市魚見町147番地2
TEL 090-8356-3103 FAX 099-266-2408

～ 福祉・介護用具の専門店 ～

有限会社

よしとく福祉

吉野町3221-5

☎ 099-248-8823

Orenge picnic
（オレンジピクニック）

デンタルクリニックさわやか

〒890-0045 鹿児島市武2-12-13
TEL 099-257-8080 FAX 099-257-8081 TEL:099-814-7222 / FAX:099-814-7227

べっぷ薬局 アリーナ前

福祉用具の販売・レンタル・住宅改修

鹿児島市永吉1丁目11番10号
０９９-２０２-００５７

〒891-0141 鹿児島市谷山中央八丁目20番11号
TEL(０９９)２６７-２１４８
FAX(０９９)２６７－２１７３

株式会社

エルシア

デイサービス昭和クラブ
鹿児島市高麗町27-19
TEL:099-252-5625

FAX:099-252-5626

物忘れ・認知症治療について、お気軽にご相談ください

特定医療法人 共助会

三州病院

物忘れ外来・認知症治療病棟・精神科デイケア・訪問看護

鹿児島市犬迫町7783番地1
TEL 099-238-0075

医療法人 慈恵会

土橋病院

介護老人保健施設・ショートステイ・デイケア

FAX 099-238-0079 鹿児島市西田1-16-1

医療法人 起生会

林ケアサポート株式会社

林内科胃腸科病院

林ケアサポート 居宅介護支援事業所

鹿児島市武2丁目32-19-1F
鹿児島市武2丁目33-8
TEL:099-257-6969 / FAX:099-254-4757 TEL:099-812-8581 / FAX:099-822-8000

林ケアサポート株式会社

林ケアサポート株式会社

ヘルパーステーション林
鹿児島市武2丁目32-19-1F
TEL:099-251-1066 / FAX:099-822-8000

医療法人 慈恵会

TEL 099-257-5711

城西ナーシングホーム
鹿児島市西田1-16-1

TEL 099-258-9180

林ケアサポート株式会社

鹿児島店
訪問看護ステーション林 からだ元気治療院
〒890-0055 鹿児島市上荒田町50番1号
鹿児島市武2丁目32-19-2F
TEL & FAX：０９９-２０６-０５２０

TEL 099-296-8380

FAX 099-296-7338

デイサービスひびき

林ケアサポート株式会社
住宅型有料老人ホーム すこやか

八反丸リハビリテーション病院

鹿児島市西田3丁目15-5-1F
TEL & FAX：０９９-２５０-７１１７

鹿児島市西田3丁目15-5-3F
TEL & FAX：０９９-２６３-８１５７

TEL:099-222-3111 / FAX:099-226-8945

医療法人 慈圭会

鹿児島市下竜尾町3-28

オフィスの未来を提案する
就労継続支援(B型)事業所
株式
会社
本社：鹿児島市上之園町9-8
事業所番号）
住所）鹿児島市薬師1丁目2011号1F
TEL 099-254-1131 / FAX 099-254-1414 4610103956 TEL）０９９-２５８-６９０６

しんぷく

創業140余年

ヒシク

みそ・しょうゆ・食酢・ソース・たれ類

藤安醸造

株式会社

鹿児島市谷山港二丁目1番10号

〒890-0026

TEL 099-261-5151
FAX 099-262-1357

鹿児島市原良6丁目1-1

Soko Dental Clinic
TEL ０９９-２８２-７００１

あしすと

グループホーム吉田さくらの里
(この家で共にやすらぎ、共にくつろぎ、地域とふれあいのある暮らし)

鹿児島市東佐多町2060

医療法人 福賀会

整形外科

福村クリニック

院長 福村 憲司
〒890-0031 鹿児島市武岡一丁目116-24

TEL(099)２８２-８８３０

利用者様とご家族の毎日を笑顔に。

南国ライフケア（株）
本社：鹿児島市東千石町3-15
TEL:099-222-7500 http://www.nangoku-lc.com/

TEL:099-295-4155

FAX:099-295-4156

社会福祉法人 城西福祉会

〈医療法人博康会グループ〉居宅介護支援事業所

特別養護老人ホーム オアシスケア城西
鹿児島市永吉二丁目37番14号
TEL 099-203-0100 TEL:099-294-9797 FAX:099-294-9798

ケアプランあいりす

TEL 099-295-2422 鹿児島市武岡1-121-5

住宅型有料老人ホーム（デイサービス併設）
居宅介護支援事業所

オアシスケア
本部：鹿児島市金生町7-10-7F

株式会社 島津HD

住宅型有料老人ホーム 天照
デイサービスセンター 鹿児島東

株式会社 島津HD

デイサービスセンター 鹿児島中央

鹿児島市新屋敷町25-10
鹿児島市玉里団地2-5-1 くわはたクリニック3F
TEL:099-813-7155 Fax:099-813-7156 TEL:099-295-0485 Fax:099-295-0486

医療法人
博 康 会

アクラス中央病院

内科/放射線科/肝臓内科/消化器内科/胃腸内科/老年内科/
老年精神科/リハビリテーション科/通所・訪問リハビリ
鹿児島市武岡1-121-5 TEL 099-203-0100

なごみ

充実した機能訓練と笑いヨガ！
〈医療法人博康会グループ〉

鴨池デイサービスセンター
鹿児島市鴨池1-60-4

和

TEL 099-254-8579

社会福祉法人 中江報徳園
・小規模多機能ホーム
・グループホーム
・有料老人ホーム

伊敷ひまわりモール

平成29年夏、伊敷5丁目(北インターそば)にオープン予定
開設準備室及び求人窓口：099-238-2140(黒岩・北野)

まごころ介護の

株式会社インビクト

松 恵 園

就労支援事業所ひとつ

・特別養護老人ホーム
・デイサービスセンター
・居宅介護支援事務所
・グループホーム

☎

・ホームヘルパーステーション
・小規模多機能ホーム
・訪問入浴センター
・訪問給食
099-282-7520(代表) URL:http://www.syoukeikai.jp

医療法人 裕智会

296-8000
296-8008
296-8007
296-8005

(キッチンおひとつや)
鹿児島市下荒田1丁目43-22
TEL 099-296-1403
FAX 099-296-1404

つなぎ合う手と手。つむぎ合う夢と夢。

〒890-0054
鹿児島市荒田一丁目11-1

東・うえまつクリニック （呼吸器内科・糖尿病内科・訪問リハビリ）
グループホーム アルプスの風
デイケア（通所リハビリテーション）
居宅介護支援事業所

医療法人 裕智会

鹿児島市西田2丁目27-16
TEL 099-296-1541
FAX 099-296-1542

ワークサポートひとつ

特定非営利
活 動 法 人

障害者自立支援センター薊愛会

障がい者就労支援施設

ウェルカム あざみ

社会福祉法人 清風会

とそ清風園
鹿児島市田上台1丁目43-1
TEL ０９９-２８６-６３６３

・特別養護老人ホーム
・デイサービスセンター
・ヘルパーステーション
・居宅介護支援事業所

ヤスエ歯科医院

診療科目）一般歯科．小児歯科．口腔外科
鹿児島市永吉1丁目34番11号：鹿児島市武岡5丁目22番1号
訪問診療(往診歯科・在宅歯科診療)
TEL 099-802-4795 FAX 099-802-4895

〒890-0051
鹿児島市高麗町42-12

グループホーム アルプス
286-1230
アルプスひろば デイサービスセンター 286-4560
（認知症対応型通所介護）

誠意と真心。安心と安全。私たちは介護を通じて皆様の生活をサポートします！
あざみ居宅介護支援事業所
ヘルパーステーションあざみ
あざみ福祉タクシーサービス
介 護 員 養 成 研 修 事 業

有限会社 あざみ

鹿児島市草牟田２丁目18番４号 里之園ビル１階
TEL 099-227-5342 FAX 099-227-5552

歯科医師

泰江 学

〒890-0054
鹿児島市荒田1丁目62- 8 サンシティミヤタ 1F

T EL： ０ ９ ９ - ２ ５ ６ - ０ ２ ０ ０
F AX ： ０ ９ ９ - ２ ５ ６ - ０ ２０ １
携 帯：０９０-５２９３-１５２６
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鹿児島市紫原四丁目21番11号

～１食から配達します～

島元経営株式会社

宅配クック 123 鹿児島中央店

TEL(099)253-9311

FAX(099)251-2744

脳神経疾患の予防・早期発見と急性期治療

医療法人

慈風会
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なかはら鍼灸整骨院

鹿児島市永吉2丁目36-17
TEL 206-8839 / FAX 210-5948

おからだの不調・痛みは おまかせください。
鹿児島市薬師2丁目25-3
TEL ０９９-２５０-２６８８ FAX同じ

笑顔は食から

介護相談・介護認定の申請代行・ケアプラン作成

米工房 山口米店

ケアプランナー匠

（たくみ）
代表取締役 山口和敏
鹿児島市吉野町3073-12 コアモール102
霧島市隼人町真孝2440-６
TEL
099-246-3371
FAX
099-246-3372
TEL:0995-43-1779
/
FAX:0995-43-1789
鹿児島市東千石町4-13 TEL 099-226-1231

厚地脳神経外科病院

株式会社 ほのぼの介護・玉里
〒890-0012 鹿児島市玉里町13-7
TEL 099-239-3920 FAX 099-201-3900

ＮPＯ法人 ウェルフェア
放課後等デイサービス あいの葉
鹿児島市玉里団地1丁目6番14号
TEL:099-813-7555 FAX:099-813-7557

社会福祉法人

城山会

特別養護老人ホーム 城山苑

株式会社 RIN
ヘルパーステーション ふうりん
鹿児島市荒田2-22-10
TEL 099-296-1572 / FAX 099-296-1573
公益社団法人 いちょうの樹

メンタルホスピタル鹿児島
鹿児島市永吉一丁目11番1号
TEL (０９９)２５６-４５６７
FAX (０９９)２５８-０３２１
公益社団法人 いちょうの樹

鹿児島看護専門学校

鹿児島市永吉一丁目18番2号
鹿児島市長田町32番1号
☎ 099-219-6030 / Fax 099-219-6031 TEL 099-257-9711 / FAX 099-256-3797

第一回「福祉フェスタinはらら」実行委員会
特別養護老人ホーム城山苑 特別養護老人ホームくすの木グリーンハイツ 田上記念病院 特別養護老人ホーム松恵園 シルバーケア鹿児島
特別養護老人ホームひまわり園 医療法人慈恵会 デイサービス昭和クラブ グループホーム アルプスの風
放課後等デイサービスあいの葉 居宅介護支援事業所/訪問介護まごのて伊敷 社会福祉法人寿康会
居宅介護支援事業所 下荒田 林ケアサポート(株) デイサービスよいどこい花野
ケアプラン相談センターかもいけ メンタルホスピタル鹿児島 障がい者就労支援施設ウェルカムあざみ
睦園認知症対応型通所介護事業所 済生会鹿児島地域福祉センター 社会福祉法人天祐会 （順不同）

炭火焼肉

中 山 亭
住所)鹿児島市西田1-3-22 TEL)099-286-0757

介護者支援!! ケアする側をケアする空間
“プラス”認知症＆介護予防支援!!

オレンジテラス
TEL:099-298-9729

医療法人 清真会

吉元歯科診療所
理事長 吉元辰二
草牟田2丁目1-6 TEL 222-4348

七福神グループ

賜
社会福祉法人 恩
財 団 済生会支部鹿児島県済生会

済生会鹿児島地域福祉センター
〒890-0031 鹿児島市武岡５丁目51番10号
TEL099-284-8250 FAX099-284-8252

第一回「福祉フェスタinはらら」

実行委員長
福崎 修也
企画運営担当 中原 沙織
松永 勇輔

この活動は、ご支援ご協賛を頂いた皆様、
イベントに関すお問い合わせ先
イベント運営にボランティア協力を頂い
た皆様の善意によって支えられています。
就労支援センター・七福神
事務局：鹿児島市西伊敷3丁目14-3
TEL:099-295-0729 / FAX:099-295-6729 数多くのご支援、有難うございました。
TEL 099-202-0729

社会福祉法人 天祐会

