鹿児島市紫原四丁目21番11号

島元経営株式会社
TEL(099)253-9311 FAX(099)251-2744

医療法人

飯田耳鼻咽喉科

〒890-0014
鹿児島市草牟田二丁目5-9
TEL 099-225-7052 FAX 099-225-9304

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

医療法人

草心会

社会医療法人

緑泉会

まろにえ介護老人保健施設

八反丸リハビリテーション病院

鹿児島市草牟田二丁目26-45
TEL:099-226-3270 FAX:099-226-3271

鹿児島市下竜尾町3-28
TEL:099-222-3111 / FAX:099-226-8945

有限会社

山口米店

代表取締役 山 口 和 敏
〒899-5102 鹿児島県霧島市隼人町真孝2440-６
TEL:0995-43-1779 / FAX:0995-43-1789

医療法人 天翔会

五反田内科クリニック
〒890-0042 鹿児島市薬師2丁目7番62号
TEL 099-259-2038 FAX 099-259-2039

合同会社 Beeイング

吉井消化器内科クリニック
鹿児島市草牟田2丁目10番2号3F
☎（099）226-7272（代）

就労継続支援センター らぽおる

医療法人

医療法人 慈圭会

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

第２回「福祉フェスタinはらら」の開催
おめでとうございます。盛会をお祈りいたします。

なかえグループ
社会福祉法人 中江報徳園

ひまわり園

デイサービス 竹とんぼ

内科・呼吸器内科・神経内科
鹿児島市薬師2丁目27番7号 TEL 099-298-5614
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
TEL 099-257-9711 / FAX 099-256-3797

野元ひふ科クリニック
鹿児島市薬師2丁目16-12
TEL ０９９-２５０-５７１１
恵和会

白 浜 病 院
心療内科・精神科・神経内科・物忘れ外来
鹿児島市常盤一丁目17番1号
TEL:(099)253-4141 FAX: (099)285-1796

医療法人 清真会

ひなたスマイルケアサポーターズ株式会社 TEL:099-298-9683

http://puretown.co.jp/

ピュアタウン薬局
鹿児島市武岡1丁目121-15
TEL:099-230-0306 / FAX:099-230-0309
【厚地脳神経外科グループ】

※厚地健康増進センター『KOBA☆トレ』
※小規模多機能ホーム城西
※デイサービスセンター厚地
お問い合わせは☎099-226-1165まで
インターネット『じふうかい鹿児島』で検索

〒890-0026 鹿児島市原良6丁目1-1
TEL ０９９-２８２-７００１
有限会社ハイルング

理事長 吉元辰二
草牟田2丁目1-6 TEL 222-4348

in

訪問マッサージ・はりきゅう

鹿児島市上荒田町50-1

ひ・ろがる笑顔で
な・じみの地域で
た・のしく暮らすお手伝い

Soko Dental Clinic

吉元歯科診療所
からだ元気治療院

有隣会

鹿児島市薬師2丁目27番7号 西田そよ風クリニック3F
TEL 099-298-5496 FAX 099-298-5497

医療法人

〒891-1105 鹿児島市郡山町2752番地1
TEL:099-295-0551 / FAX:099-295-0552

医療法人

西田そよ風クリニック

特定非営利活動法人 地域ケア交流会

福祉フェスタinはらら実行委員会

有隣会

タバタ薬局

鹿児島店

鹿児島市下伊敷1丁目43番5号
TEL:099-220-1433 FAX:099-220-9897

TEL 296-8380

居宅介護支援事業所・訪問介護事業所

鹿児島県姶良市加治木町木田777

まつしたケアサービス

有限会社 宮田自動車

鹿児島市西田1丁目6-23
TEL 099-251-6100 FAX 099-250-7126

代表取締役 宮 田 浩 二
TEL 0995-62-1879

味に活かします まごころと技術

医療法人 起生会

みそ・しょうゆ・食酢・ソース・たれ類

林内科胃腸科病院

藤安醸造株式会社
〒891-0131 鹿児島市谷山港二丁目1番10号
TEL 099-261-5151 FAX 099-262-1357
〒890-0016
鹿児島市新照院町19番8号
皮 フ 科
内
科
循環器科

医療法人
藤 和 会

TEL:099-257-6969 / FAX:099-254-4757

豪華景品が当たる!!

スタンプラリーには相応の時間を要しますので、
早目のご来場をお願いします。

米沢病院

〒890-0045 鹿児島市武2丁目32-19
TEL:099-257-6988 / FAX:099-822-8000

TEL ０９９-２２６-９６９８

オアシスケア
本部 介護の森(株) 鹿児島市金生町7-10-7F
TEL:099-295-4155 FAX:099-294-4156
通所介護/訪問介護・入浴・看護/居宅支援事業所/サ高住

【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 鹿児島県社会福祉士会 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 介護支援専門員協会鹿児島 ＫＴＳ鹿児島テレビ 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 （順不同）

社会福祉法人 城西福祉会

株式会社 島津HD

特別養護老人ホーム オアシスケア城西

住宅型有料老人ホーム天照
デイサービスきぼうの里

鹿児島市永吉二丁目37番14号
TEL:099-294-9797 FAX:099-294-9798

ねんりんピック

正式種目

全国健康福祉祭（愛称：ねんりんピック）は、スポーツや文化種目の
交流大会を始め、健康や福祉に関する多彩なイベントを通じ、高齢者
を中心とする国民の健康保持・増進、社会参加、生きがいの高揚を図
り、ふれあいと活力ある長寿社会の形成に寄与するため、厚生省創立
50周年に当たる昭和63(1988)年から毎年開催しています。

認知症予防に最適！
右脳トレーニングに健康麻雀
「お酒を呑まない」「タバコを吸わない」「お金を賭けない」

健康麻雀 与次郎
鹿児島市与次郎1丁目5番31号 第16松山ビル2F

TEL：０９９-２５７-５０５５

林ケアサポート株式会社

鹿児島市玉里団地2丁目5-1
TEL 099-813-7155 FAX 099-813-7156

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番10号
TEL ０９９-２９５-０４８５
FAX ０９９-２９５-０４８６
介護相談・介護認定の申請代行・ケアプラン作成

ケアプランナー匠（たくみ）
鹿児島市吉野町3073-12 コアモール102
TEL 099-246-3371 FAX 099-246-3372

障害者の就職・生活相談

就労サポートセンターラシーネ
鹿児島市紫原6丁目28-4
TEL 099-813-8852

Racine

〒890-0023 鹿児島市永吉二丁目11番1号

アリーナサイド

牧医院

TEL 099-251-3300 FAX 099-252-3393

べっぷ薬局 アリーナ前

鹿 児 島 市 薬 師 二 丁 目 18 - 18
医療法人 尚 仁 会

整形外科 橋口クリニック
橋口雅尚
TEL（０９９）２５６-６１００

株式会社インビクト

本社：西田二丁目27-16

株式会社 ウェルビーイング結愛

訪問看護ステーション

ゆあ

〒890-0055
鹿児島市上荒田町10-9-2F
TEL:（099）204-9161
FAX:（099）204-9162

魔法の筆文字 / 感字感写師チャック

TEL 099-202-0057 FAX 099-202-0577

TEL:099-296-1541
就労支援事業所ひとつ
TEL:099-296-1403
ワークサポートひとつ
グループホーム アンジュースマイル TEL:258-0170

ヤスエ歯科医院

ワークスペース コケット / Kokett Café

診療科目） 一般歯科．小児歯科．口腔外科
訪問診療(往診歯科・在宅歯科診療)

鹿児島市東千石町16-13 2F
TEL 099-219-9602 / FAX 099-219-9603

鹿児島市宇宿8-13-22 TEL 099-275-9787

株式会社 Glee ful

「いい水と暮らそう」

ワークショップ Ｔe ｔo Ｔe

クリクラ共栄

鹿児島市荒田1丁目40-10 彩美社ビル1F

鹿児島市宇宿2-4-1
TEL:099-259-0432 FAX:099-255-0432

鹿児島市永吉1-11-10

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 E L ： ０ ９ ９ - ２ ５ ６ - ０ ２ ０ ０
F A X ： ０ ９ ９ - ２ ５ ６ - ０ ２ ０ １
携 帯：０９０-５２９３-１５２６

株式会社 スミルズ

TEL : 099-230-7871 FAX : 099-230-7872

お誕生日・結婚式等のお祝いのプレゼントに
TEL ０８０－１７１４－５８２３
http://chuck-hat.com/

ツクイ鹿児島吉野（デイサービス）
鹿児島市吉野1-23-8 TEL 099-295-7160
デイサービス

ツクイ鹿児島宇宿（ケアプラン作成 ）

吉井ひふ科

医療法人
恵
会

鹿児島市草牟田2丁目10番2号
☎（099）２２６-５２５２(代)

特定非営利活動法人 若あゆ作業所
理事長 安 藤 睦 子
薩摩川内市永利町4107-10
TEL・FAX 0996-29-3333
TEL・FAX 0996-27-0222

指定特定相談支援事業所

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
医療法人 春風会

田上記念病院
鹿児島市西別府町1799番地
TEL 099-282-0051 FAX 099-282-6600
URL:http://www.shunpukai.com

村山内科循環器科

まごころ介護の
・特別養護老人ホーム
・デイサービスセンター
・小規模多機能ホーム
・グループホーム

松 恵 園

・ホームヘルパーステーション
・認知症デイサービスセンター
・居宅介護支援事務所
・訪問給食

鹿児島市城西2丁目6-7 TEL:099-252-8253

☎ 099-282-7520(代表) URL:http://www.syoukeikai.jp

はりきゅうマッサージ

医療法人 泰保会

あすなろ在宅治療院

日帰り手術 こしのクリニック

鹿児島市荒田1丁目33-7-202
TEL 090-5923-9000 URL http://asunaro890.com/

TEL 099-256-5055 FAX 256-5015

医療法人 博康会

アクラス中央病院

QCC鹿児島
〒892-0877 鹿児島市吉野一丁目12番23号
TEL 099-295-3512 FAX 099-295-3516
恩賜

利用者様とご家族の毎日を笑顔に。
鹿児島市武岡1-121-5 TEL 099-203-0373
なごみ

和

充実した機能訓練と笑いヨガ！
鹿児島市鴨池1-60-4 TEL 099-254-8579
株式会社 アプリシエイト

図書カードがもらえる

じゃんけん大会
参加ご希望の方は ９:40 までに体育
館ステージ前にお越しください。

〒890-0043 鹿児島市鷹師2丁目3番15号

鹿児島市西田三丁目4番5号

松 本

【スタンプラリーブース紹介】
☆ 鍼灸・マッサージ体験

☆ ぼんぼん釣り

☆ 聴こえの相談

暮らしサポート・レモンクォーツ合同会社

☆ スカットボール

医療と福祉のまち クリニックと有料老人ホームが併設

☆ ハンド＆ヘッド＆フェイスマッサージ

千年メディカルタウン

☆ 高齢者施設入居相談

☆ アロマクラフト

☆ ストレスチェック

☆ 足の健康相談

☆ 介護＆認知症相談

☆ 健康チェック＆相談

☆ エアコンクリーニング相談
☆ アロマクラフト

TUTAYA

第２回「福祉フェスタinはらら」事務局
公益社団法人 いちょうの樹

メンタルホスピタル鹿児島
実行委員長 福永 康孝
包装機械・資材総合商社

フリーダイヤル ０１２０－４５０－７９０

日新パッケージ株式会社

鹿児島市春山町1123-6
TEL:099-811-2346

キッズ

☆ 笑いヨガ体験

鹿児島市千年2丁目11番14号（鹿児島北インター近く）

TEL:099-294-9188 FAX:099-294-9187

アジャスト・スクール 上荒田町2-17 第2育英ビル
求職者支援訓練

介護初任者研修/歯科助手・受付

☆ 遺品整理相談

TEL:099-257-6689 http://www.kg-adjust.jp

☆ プリザーブドフラワー教室

原良
小学校

マップ

DUSK ! N 「笑顔が好き、キレイが好き」

POLA クローバーショップ

電話 099-262-4834 fax 099-811-1129
HP//www.remon-ku.com

☆ 血管年齢測定

電動ベッドや車いすの操作、血圧測定な
どの体験。体験者にはスタンプラリー抽
選券を差し上げます。※お一人様１枚限り。

連続30回ジャンプ達成で
お菓子と抽選券を一枚ゲット!!

アジャスト販売事業部

上荒田町2-17 第2育英ビル

デンチャーブラシ
TEL:090-3192-6305 http://www.denture-brush.jp
つなぎ合う手と手。つむぎ合う夢と夢。
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

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

TEL 099-802-4795 FAX 099-802-4895
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！

鹿児島市川上町3561
TEL:099-295-7333 FＡＸ:099-295-7322

鹿児島市新屋敷町24-17 Tel/Fax 099-219-3664

仁

TEL ０９９-２５１-２１２７
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）

都合によりステージ等の企画やブースの内容に変更が
生じる場合がございます。予めご了承ください。

グループホーム みどり

ファミリーマート 新屋敷店

田 代

TEL （０９９）２５２-４１８１

☆ ヨーガ教室

（株）ライフサポート吉満

鹿児島市小野町2392-5 Tel/Fax 099-283-4118

田 代 内 科

醫 院

理事長 松 本 英 彦

研文堂

ファミリーマート 武岡5丁目店

特別養護老人ホーム

医療法人 英 眞 会

☆ ポップコーン、焼きパン、飲物販売 etc

鹿児島市城南町22-1 ダスキンアイワ

鹿児島市犬迫町7783番地1
TEL 099-238-0075 FAX 099-238-0079

〒891-1205 鹿児島市犬迫町7771番地
TEL ０９９-２３８-０３４６

☆ コロッケ、焼き鳥、サクサク黒糖飴販売

荒田2丁目7-11 TEL（099）257-2561

三州病院

くすの木グリーンハイツ

複合機無料レンタル・クラウド働き方改革

エアコンクリーニングキャンペーン中！

鹿児島市下荒田3丁目28-12 野村学園ビル3F
TEL/FAX：099-230-7783

特定医療法人 共助会

物忘れ外来・認知症治療病棟・精神科デイケア・訪問看護

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

☆ カレー、唐揚げ、おにぎり、うどん販売

喜びのタネをまこう

ひまわり

物忘れ・認知症治療について、お気軽にご相談ください

宅配クック 123 鹿児島中央店

☆ 雑貨、ハンドメイドアイテム、入浴剤販売

鹿児島市玉里団地1丁目6番14号
TEL:099-813-7555 FAX:099-813-7557

就労移行支援
生 活 訓 練

〒890-0031 鹿児島市武岡５丁目51番10号
TEL099-284-8250 FAX099-284-8252

鹿児島市武岡1丁目121-14
TEL 099-230-7610 FAX 099-296-9858

放課後等デイサービス あいの葉

鹿児島市薬師一丁目12番22号 ℡ 204-0313

エルシア

株式会社

〒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

済生会鹿児島地域福祉センター

コンフォート武岡Ⅱ

ＮPＯ法人 ウェルフェア

ソレイシア

高齢者専門宅配弁当

☆ タクティールケア体験

サービス付き高齢者向け住宅

住宅型有料
老人ホーム

社会福祉法人 財 団 済生会

☆ カラーセラピー

ケアプランあいりす

鴨池デイサービスセンター

福祉用具レンタル・販売・住宅改修・医療機器

☆ In body 体験

医療法人 博康会

医療法人 博康会

鹿児島市下荒田1丁目6-18-1F
TEL:099-297-6275 / FAX:099-297-6276

☆ 竹笛＆水鉄砲づくり

鹿児島市武岡1-121-5 TEL 099-203-0100
居 宅 介 護
支援事業所

ぱっしょん

☆ 畳コースターづくり

内科/放射線科/肝臓内科/消化器内科/胃腸内科/老年内科/糖尿病内科
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

福祉用具の販売・レンタル・住宅改修

社会医療法人 白 光 会

TEL 099-224-3689 / FAX 099-224-3646

居宅介護支援事業所/訪問介護

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

重度障害者在宅生活支援事業所

アドナース下荒田
鹿児島市下荒田1丁目41-1森山ビル201号
TEL:099-230-7236 FAX:099-230-7237

鹿児島西
警察署

シャト
レーゼ

校庭が来場者駐車場となりますが、
駐車台数には限りがあり、また、天
候によっては校庭を使用できない場
合がございますので、可能な限り公
共の交通機関をご利用ください。

会場内で発生する事故及
び盗難等につきまして主
催者は一切の責任を負い
ません。予めご了承くだ
さい。

鹿児島
アリーナ
甲突川
国道３号線

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

参加ご希望の方は 体育館ステージ前にお集まりください。

【イベントに関するお問い合せ先】
七福神グループ 社会福祉法人天祐会

ララの家（認知症対応型通所介護）
TEL:099-206-1729 担当：中原

社会福祉法人 清風会
・特別養護老人ホーム
この活動は、ご支援ご協賛を頂いた皆様の
善意とボランティアの皆様のお力添えに
とそ清風園 ・デイサービスセンター
よって支えられています。数多くのご支援、 鹿児島市田上台1丁目43-1 ・ヘルパーステーション
有難うございます。
TEL099 -286-6363 ・居宅介護支援事業所
健康で安心して暮らしていける生活をサポートします。
七福神グループ 社会福祉法人 天祐会
グリーンコープかごしま生活協同組合
・特別養護老人ホーム 七福神
・デイサービスセンターよかなぁ 七福神
・デイサービスセンター 七福神
・相談支援センター 七福神（相談支援事業所）
・居宅介護支援センター・七福神
・就労支援センター・七福神（就労継続支援B型）
・サポートセンターチャオ（認知症対応型通所介護）
・ララシャンス七福神（認知症対応型共同生活介護）
・七福神 ララの家（認知症対応型通所介護）

事務局：鹿児島市西伊敷3丁目14-3
TEL:099-295-0729 / FAX:099-295-6729

鹿児島市伊敷5-25-40

配送料無料キャンペーン実施中！
「今年65歳以上の方」「妊婦さん、0歳児のお母さん」
サンプルのお申し込みはこちらまで 099-218-8355

感染対策のことなら

（有）鹿児島ケミカル商会
鹿児島市中山町5190-5 TEL099-267-1996

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
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
鹿児島市谷山港1-2-7
TEL 099-261-4114 FAX 099-261-4800
地域密着型通所介護

リバーサイド城西

TEL 256-5025

放課後等デイサービス

キッズカラー

創
業
一
〇
〇
年

TEL 821-5105

朝5時から夜2時まで
定休日

毎月26日

土・日・祝日の場合は翌日

錦湯
下荒田3-3-17 ☎ 254-3377

