地域ケア交流会通信 発行第12号 連携!! 地域でつくる福祉、健康、ふれあいのまち事業

第三回「福祉フェスタinたにやま」特集

主催：ＮＰＯ法人地域ケア交流会 福祉フェスタinたにやま実行委員会
日時：平成29年

月

日（日）10:00～15:00

会場：特別養護老人ホーム旭ヶ丘園

地域交流スペース特設会場

【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
かごしま市商工会谷山本所 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 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）

オイ
ーベ
プン
ニト
ンを
グ盛
企り
画上
のげ
様た
子楽
でし
すい
！舞
台
と

認知症サポーター養成講座

ジオ
ャー
ンプ
べニ
演ン
奏グ
＆
オお
ペ菓
ラ子
＆つ
ダか
ンみ
スと
舞ー
台れ

スタンプラリー抽選会

認知症の人と家族の会
鹿児島県支部
前代表：水流凉子先生

事業所連携で取り組んだス
タンプラリー抽選会。
各事業所から集われた「実
行委員」の皆さんが盛り上
げてくれました!!

15名の方が参加され、認知
症への学びを深めました。

「竹笛＆水鉄砲づくり」
韻天流天吹塾
チビッ子達に大人気だった
ワークショップブース。屋
外に設置された水鉄砲の的
当て場も賑わっていました。

会場には、小さなお
子さんからご高齢の
方まで、誰もが楽し
く遊んでたくさん学
べるブースが集いま
した。各ブースの活
動を紹介します。

「ダンボールハウス作り」
NPO法人 PandA

通所リハビリテーション

カッコ良く＆可愛く変身し
たチビッ子達で賑わった体
験ブース。この中に未来の
救命士さんがいるかも!?

訪問介護
ヘルパーステーション
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「救護服＆看護服試着」
特別養護老人ホーム 錦江園

ダンボールでミニチュアハ
ウスを作るワークショップ
ブース。たくさんのファミ
リーが集っていました。
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訪問看護

結の街

訪問看護ステーション

社会福祉法人 鶴 陽 会

愛の街

特別養護老人ホーム

あけぼの

鹿児島市小原町8-3
鹿児島市小原町9-1
鹿児島市小原町9-1
TEL 099-260-6060 FAX 099-284-5689 TEL 099-267-0177 FAX 099-267-6689 TEL 099-210-0150 FAX 099-210-0151 鹿児島市山田町2021番地 TEL099-201-1050
もっともっとを目指します。
就労継続支援事業所
社会医療法人鹿児島愛心会

夢の里
作業所：鹿児島市直木町4807-1（松元）
TEL 099-278-4000 / FAX 099-292-0077

有
床
診療所

中山クリニック

内

科

デイケア 訪問リハビリテーション 居宅介護支援
鹿児島市中山町2264 TEL 099-267-8811

この活動は、ご協賛を頂いた皆様の善意と、各ブースの皆様のご助力、
実行委員並びにボランティアの皆様のご協力によって支えられていま
す。数多くのご支援、有難うございました。

土佐屋ウェルケア株式会社
鹿児島市谷山中央六丁目25-5
TEL:099-210-1280 / FAX:099-210-1281
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
電話 099-262-4834 fax 099-811-1129
HP//www.remon-ku.com

ともに生きてきて良かったと思い・思われるように

南九イリョー株式会社
鹿児島市唐湊4丁目17-2 TEL:099-253-1234
www.nki-jp.com

スピード対応と真心サービス

福祉用具レンタル・販売・住宅改修
有 限
会 社

鹿児島市下伊敷3丁目22番28号
南 州 メ デ ィ カ ル 〒890-0005
TEL:099-218-3303 FAX:099-218-3233

（県指定居宅サービス事業所）■ホームページ

http://nansyu-m.co.jp

「インソール計測!」
(株)カクイックスウィング

「感染予防教室」
(有)鹿児島ケミカル商会

特殊な機材で体のバランス
を測定する体験ブース。体
験者は担当者の話を熱心に
聞いていました。

感染症を防止する方法と適
切な対処方法を教えて頂い
た体験ブース。質問にも丁
寧に応対されていました。

「エコ関連サービス紹介」
ダスキン愛和

「畳コースターづくり」
山下タタミ店

エアコンなどのお掃除のポ
イントをレクチャーして頂
いた体験ブース。シャイな
担当者を激写しました。

老若男女を問わず大人気で、
体験者が絶えなかったブー
ス。皆さん、楽しそうに体
験されていました。

「鹿児島すごろく絵本販売」
燦燦舎

「介護請求ソフト紹介」
(株)南日本情報処理センター
(MIC)

地域紹介を題材とした「絵
本」や「すごろく」を販売
されたバザーブース。子供
も大人も興味津々でした。

福祉関係者の興味を惹いて
いた展示ブース。丁寧な応
対をされていました。

「インテリアグリーン販売」
GREEN STYLE SHOP
WEALTH BOOTH

「グリーンコープ商品の試食」
グリーンコープかごしま
生活協同組合 鹿児島南センター

お洒落なオブジェを販売さ
れたバザーブース。「イケ
メン振り」も爽やかでした。

福祉車両メンテナンス専門店

株式会社 岩崎自動車板金塗装

株式会社 岩崎自動車板金塗装

福祉車両事業部 心をともに

福祉車両メンテナンス・販売・リース・レンタカー
板金塗装・車両販売・ロードサービス・損害保険代理店

鹿児島市七ツ島1丁目6-14

TEL 099-261-8989
FAX 099-262-2457

有料老人ホーム

悠友

医療法人仁愛会 仁愛会クリニック 隣接
鹿児島市新栄町2-7

TEL:099-230-0068

豊かな暮らしに奉仕する

末吉ガス株式会社
鹿児島市 谷山中央7丁目12-14

TEL:０９９-２６７-２５２５

福祉車両メンテナンス・車検整備・板金塗装一式
販売・リース・レンタカー・福祉車両代車保有3台

鹿児島市七ツ島1丁目6-14

TEL 099-261-8989
FAX 099-262-2457

(株)南日本情報処理センター 医療福祉本部

介護事業所運営に必要な機能がオールインワン

商品の紹介と試食をされた
ブース。マンゴー＆ヨーグ
ルトの食感が最高でした。

株式会社マザーハーツ
鹿児島マザーハンド療院
鹿児島市樋之口町12-16
TEL 099-219-7017

◦ 訪問鍼灸・マッサージ
自然農法で”元気かごしま・地球環境保全”
◦ 指圧ボディケア ◦ 鍼灸
◦ アロマテラピー
◦ リフレクソロジー
住所 鹿児島市東開町5－2
◦ フェイシャル
TEL 099-268-7578 FAX 099-260-5267

社会福祉法人 恵愛会

自然食の ＭＯＡかごしま店
日本赤十字社鹿児島県支部

介護トータルシステム『寿』 特別養護老人ホーム 憩いの里 特別養護老人ホーム 錦江園
TEL:099-269-9720/FAX:099-269-9719

南九州市知覧町永里4577番地3 電話0993-83-3077

疾病予防運動施設

とまと薬局グループは地域医療に貢献し皆様の健康をサポート致します

メディカルフィットネス

ラルゴ

医療法人仁愛会 仁愛会クリニック 併設
鹿児島市新栄町2-7 TEL:099-230-0067

とまと薬局
〒891-0114 鹿児島市小松原2丁目11番7号
TEL:099-269-8450 FAX:099-269-8572

鹿児島市平川町2530番地1 電話099-261-2789

太田歯科グループ

（医）仁慈会 太田歯科医院
〔一般・訪問・予防・小児〕鴨池2-24-14 TEL:099-251-7007

健口（株）デイサービスおたふく郡元
〔まちづくり活動・介護旅行〕郡元1-15-5 TEL:099-297-4433

「お抹茶教室」
～人・まち・心～

「カラダお悩みカウンセリング」
アンチエイジングスクール
e-Fifth

立派な茶室で本格的なお抹
茶を頂いた体験ブース。滅
多にできない体験に参加者
も背筋が伸びていました。

カラダ取説マスターに体の
メンテナンス方法を教えて
頂きました。

「介護体験コーナー 」
公益社団法人鹿児島県
老人保健施設協会

脳若トレーニング ＆
母の日こどもワークショップ
特別養護老人ホーム 旭ヶ丘園

特殊な器具を装着し、介護
を受ける側の気持ちをレク
チャーして頂きました。

ゲーム感覚のトレーニング
＆ワークに多くのチビッ子
達が集っていました。

「鍼灸の体験」
(一社)鹿児島県鍼灸師会

「福祉用具＆機器展示・相談」
よしとく福祉

疲労回復＆健康増進に効果
がある鍼灸の体験ブース。
いつも頑張っている自分を
癒す方が多く訪れました。

ヘルシーな食材を紹介＆販
売されたブース。ダイエッ
ト効果があるそうで、女性
の興味を惹いていました。

「ストレスチェック」
NPO法人かごしま
メンタルパートナー協会

「骨密度＆筋量＆体脂肪測定」
メディカルフィットネス ラルゴ
住宅型有料老人ホーム悠友

ストレスチェックに併せ、
お悩み相談にも対応して頂
きました

第四日曜日は、「健康やさい市」に参加

ＭＯＡ自然農法枕崎普及会
東 義則 TEL 090-5487-1824
有限会社 オーエイエス

あおぞらケアグループ
□ あおぞら介護ステーション
居宅介護支援事業所
訪問介護事業所
□ あおぞらデイサービスセンター
□ あおぞらデイサービスセンター田上
鹿児島市鴨池2丁目3-16 えりかビル2階

□ 訪問看護ステーションあおぞら
□ 定期巡回随時対応型訪問介護看護あおぞら
□ あおぞら鍼灸マッサージ院
□ 宅老所 あおぞら
□ 有料老人ホーム あおぞら
TEL:099-214-3315 FAX:099-214-3316

特定非営利活動法人 康脩会

あおぞらケアグループ
□ 就労継続支援事業所 あおぞら □ 共同生活援助 あおぞら武
□ 共同生活援助 あおぞら
□ 共同生活援助 あおぞら谷山中央
あおぞらケアグループは、医療福祉サービスを必要とされる方が
主体性をもって生きていく社会を目指します。
鹿児島市小松原2丁目35-5 清見橋ビル TEL:099-230-7895 FAX:099-230-7897

迫田自動車
鹿児島市田上町4413
ＴＥＬ＆ＦＡＸ ０９９－２６４－８６０７
医療法人財団 光輪会

光輪会 鹿児島クリニック

大人気だった体験ブース。
開場と同時に体験希望者の
行列ができていました。

LGBT交流会（オープン・クローズド）勉強会 etc

レインボーポート向日葵
事務局：指宿竹元病院 内

地域活動支援センター

指宿ライフサポート E-mail：life.sapport@ibutake.com

OKI Design

設計監理（株）

鹿児島市谷山中央5丁目17番6号

有限会社

髙瀬石油

代表取締役 髙 瀬 邦 弘
ＴＥＬ ０９９－２６９－４５１５
ＦＡＸ ０９９－２６９－４６５１

福祉用具・レンタル・販売・住宅改修

株式会社 サンハート

鹿児島市上之園町25番36号 光健ボイスビル
内科・産婦人科・外科
鹿児島市東谷山7丁目16-2
TEL 099-268-2351 FAX 099-268-1617 TEL 099-204-7731 FAX 099-204-7743 TEL 099-230-0818 FAX 099-230-0816
上川路会計事務所
建築一式・土木一式
有限会社 白男川薬局
有限
会社
日置市東市来養母9356番地1
鹿児島市和田2丁目21-19
TEL 099-274-1181/FAX 099-274-3669 TEL 099-260-9710 FAX 099-260-9711

東福産業

スター調剤薬局

公認会計士・税理士

所長

上川路 長生

〒890-0056 鹿児島市下荒田4丁目1番9号
Tel 099(252)7070 Fax 099(252)6400

「遺産整理等の相談」
レモンクォーツ合同会社

「プリザーブドフラワー」
就労支援センター・七福神

近年、要望が高まりつつあ
る遺産整理についてご説明
頂きました。イベント関係
者も興味津々の様子でした。

「母の日バージョン」のプ
リザーブドフラワーなどを
販売されたブース。多くの
人の目を引いていました

「木工作品・手芸作品販売」
就労移行支援事業所
ひまわり

「書籍販売」
(株)ラグーナ出版
心の健康をテーマにした書
籍や、滅多に手に入らない
素材でつくったアイテムな
どを販売されていました。

可愛いオリジナルアイテム
を販売されたブース。女子
の心をくすぐっていました。

「筆文字作品の販売」
魔法の筆文字

「岡田式浄化療法の体験」
鹿児島療院

心打たれる文字が綴られた
作品を販売されたブース。
見ているだけで癒される作
品が並んでいました。

前回のイベント会場をご提
供頂いた鹿児島療院さん。
今回もブース運営のご支援
を頂きました。

「肩こり解消＆腰痛予防」
ヨーガ療法士・河口先生

「ハンドマッサージ」
ハッピータイム♪

道具を使わず自宅でも、ど
こでも自分だけでできる肩
こり解消＆腰痛予防体操を
教えて頂きました。

スイミングクラブ

アクア アカデミー Ｎｂ
〒899-2523 日置市伊集院町古城1003
ＴＥＬ ０９９－２０８－２２００

社会福祉法人 鹿児島虹の福祉会

にじの郷たにやま
○特別養護老人ホーム ○居宅介護支援事業所
○デイサービスセンター ○訪問入浴センター
○ ヘ ル パ ー ス テ ー シ ョ ン
○ 保 育 園

鹿 児 島 市 中 山町5 0 2 8 番地 8 0
TEL（０９９）２６７-３９７７
FAX（０９９）２６７-３１８０

やさしくて丁寧な歯医者さん

谷山ファミリー歯科クリニック
院長 永田 紳吾
www.taniyama-family.com
TEL:099(296)8331 〒891-0141 鹿児島市谷山中央5丁目10-2
FAX:099(296)8332 E-mail：info@taniyama-family.com

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

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/

社会福祉法人 鹿児島虹の福祉会
認知症対応型
デイサービスセンター

にじの郷たにやま・本町

毎回人気の体験ブース。
マッサージもさることなが
ら、先生との会話を楽しま
れる方が多くいました。

キンコー醤油株式会社

業務用食器・調理道具・業務用家具/販売

東海興商株式会社 南九州支店

鹿児島市南栄3丁目13番地
〒892-0847 鹿児島市西千石町9-11
TEL:(099)268-5201 FAX:(099)268-1362 TEL 099-295-0375 FAX 099-295-0376
社会福祉法人 鹿児島虹の福祉会

ケアハウス

にじの郷小松原

七福神グループ

社会福祉法人 天祐会

鹿児島市谷山中央3丁目4582番地 谷山中央ビル2階
TEL (099)263-5066 FAX (099)263-5068

TEL (099)210-5130 FAX (099)210-5223

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

日々の介護をサポートする

介護家族の負担軽減・施設情報公開活動

社会福祉法人 恵会

イーライフケア株式会社
鹿児島市南栄四丁目11番3号
TEL:099-268-3966 FAX:099-268-6852

鹿児島市小松原1丁目15-19

くらしと介護

特定非営利活動法人
事務局：鹿児島市魚見町147番2

TEL 090-8356-3103 FAX 099-266-2408

特別養護老人ホーム

はっぴー園

鹿児島市下福元町9563番地 電話 099-262-3700

「アロママッサージ」
メンテナンスサロン健美

「施設入居相談」
NPO法人くらしと介護

首と肩の緊張をほぐすアロ
ママッサージの体験ブース。
あまりの気持ち良さに眠っ
てしまいそうでした。

介護施設の種類や入居方法
に関する相談に対応して頂
いたブース。ついでに愚痴
や不満も聞いて頂きました。

「健康やさい市」
ナチュラルファーマーズ
マーケット

「飲物＆筍ごはん販売」
ライフ・プラットフォーム
かごしま

自然農法で育てた野菜を販
売されたブース。食の健康、
考えてみませんか？

自慢の「筍ごはん」は、お
昼過ぎには完売してしまい
ました。

「ドレッシング販売」
就労継続支援事業所 夢の里

「チョコレート販売」
久遠チョコレート

玉ねぎを原材料とした体に
優しいドレッシングを販売
されたブース。スタッフの
笑顔も優しいブースでした。

お洒落なチョコレートを販
売されたブース。有名な店
で来場者だけでなくイベン
ト関係者も興味津々でした。

「揚げたてコロッケ販売」
就労支援事業所
ウェルカムあざみ

「唐揚げ販売」
唐揚とお弁当
mogmog（モグモグ）

熱々のコロッケを販売され
たブース。ビッグサイズに
大満足でした。

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

ケアサポート鹿児島

小松原すえなが歯科

揚げ立ての唐揚げとポテト
を販売されたブース。唐揚
げ、美味しかったです。

NPO法人

★ 障害を持った方の為のＢ型作業所 ★

鹿児島市小松原2丁目20-16
有限会社
TEL（０９９）２６０ー４１８２
鹿児島市上谷口町912-4 TEL:099-208-1881 訪問診療等 歯科に関する御相談お受けいたします 谷山中央8丁目20-14(南高校そば) TEL 296-9900

スマイルショップ 大地

居宅介護支援事業所/福祉用具貸与・福祉用具販売・住宅改修

ビル総合管理

厨房設備設計・施工・リース取扱い（ホシザキ代理店）

有限会社バリアフリーホーム

株式会社 南和産業

K・Tプランシステム株式会社

生ごみ処理機（家庭用・業務用）
水処理施設 維持管理

シモ動物病院

安平（あんぺい）

デイサービス だんらん

トマト と 木工等 の 仕事

〒891-0102 鹿児島市星ケ峯2丁目14-1
[TEL:FAX] 099-298-5879

医療法人共助会

三州脇田丘病院

鹿児島市宇宿7-26-1
事務所：鹿児島市田上6丁目15-5
鹿児島市下福元町9691番地
鹿児島市東開町3番地166
TEL:099-206-3433 FAX:099-206-3550 TEL:099-210-0353 FAX:099-210-0350 TEL:099-284-3211 FAX:099-284-3213 TEL:099-264-0667 FAX:099-275-0119

有限会社 山田産業 TEL 099-260-7500

院長

霜出幸七

鹿児島市東谷山三丁目36番11号（永田橋畔）
TEL（０９９）２６７-５９５９

福祉用具レンタル 販売

住宅改修

合同会社 ケアプラス
〒890-0031 鹿児島市武岡四丁目22番13号
TEL 099-230-7294 FAX 099-230-7295

福祉用具レンタル・販売・住宅改修
株式
会社

カクイックス ウィング

〒891-0131 鹿児島市谷山港1-2-7
TEL 099-261-4114 FAX 099-261-4800

「生活機能総合改善機器」
第一興商

「オーガニックカレー 」
自然食のMOAかごしま店

レクリェーションにもリハ
ビリ体操にも使えるカラオ
ケの展示ブース。福祉関係
者の目を引いていました。

自然農法で栽培された野菜
を使ったカレーの販売ブー
ス。来場者も関係者も美味
しさを堪能しました。

「介護相談＆体験」
介護老人保健施設
愛と結の街

「心身機能活性運動療法」
社会福祉法人天祐会
認知症予防＆改善プログラ
ムの体験ブース。特殊な機
材を使ったトレーニングに
来場者も興味津々でした。

高齢者の疑似体験ブース。
チビッ子達には良き経験に
なったようです。

「無料前髪カット」
株式会社タイシン

「さつま芋販売」
福徳商店

訪問理美容の体験ブース。
多くのファミリーが訪れ、
チビッ子達の前髪を綺麗に
整えていました。

甘くて柔らかいお芋を販売
されたブース。芋の存在感
もそうですが、店員さんた
ちのパワーも凄かったです。

「シフォンケーキ販売」
ともちゃん

「足の健康教室」
えこる鹿児島吉田店

体に優しいシフォンケーキ
と可愛いアイテムを販売さ
れたブース。ともちゃんの
笑顔も素敵でした。

建設業許可・一級建築士事業所・宅地建物取引業免許

株式会社 マルカワ建設

免震中敷で足の健康を守る
「えこる健康靴」の試し履
きブース。熱心に話を聞く
来場者の姿が印象的でした。

新鮮な青果をフレッシュな気持ちでお届けします！ 介護・医療・健康用品・福祉用具レンタル・販売・住宅改修

〒890-0082 鹿児島市紫原四丁目26-8
TEL(099)812-4088 FAX(099)812-4078
E-mail：mail@marukawa-bid.com
お客様お問い合せ フリーダイヤル 0120-814-882

株式会社フレッシュ青果

メディコープ・ケアプラザ

本社：〒891-0115 鹿児島市東開町13-38
TEL:099-204-7000 FAX:099-296-1562

鹿児島市谷山中央5丁目16-2（生協病院前）
☎099-267-1818/FAX099-267-1818

24時間ロードサービス対応

放課後等デイサービス

（有）菊永自動車

あいの葉

鹿児島県南九州市知覧町郡5101番地1
ＴＥＬ（０９９３）８３－２３５５

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

損保ジャパン日本興亜
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命
第一生命

代理店

野瀬 一元

〒890-0023 鹿児島市永吉1-6-10 TEL/FAX 099-250-3373

福祉用具の販売・ﾚﾝﾀﾙ・ﾒﾝﾃﾅﾝｽ・住宅改修・中古販売

(有) よしとく福祉 ふくどめ社労士事務所 高橋農園 高橋 弘
Tel：０９９-２４８-８８２３

〒899-0216 鹿児島県出水市大野原町1900
ＴＥＬ：０９９６－６２－０３５９

人と社会とアートを結ぶNPO

特定非営利活動法人 Pand

A

http://www.npo-panda.jp
〒899-2701 鹿児島市石谷町2155番地27
TEL:099-295-3115 / E-mail:pandainfo@npo-panda.jp

介護老人保健施設

フェニックス
鹿児島市谷山中央1丁目4021-1
TEL:099-268-3636/FAX:099-268-2722
福祉用具レンタル・販売・住宅改修

有限会社 安栄
〒896-0025 鹿児島県いちき串木野市御倉町90番地1

ＴＥＬ：０９９６－３３－６３０２

発行：NPO法人地域ケア交流会 福祉フェスタ実行委員会

第三回「福祉フェスタinたにやま」実行委員会
特別養護老人ホーム錦江園 特別養護老人ホーム旭ヶ丘園
介護老人保健施設愛と結の街 特別養護老人ホームにじの郷たにやま
特別養護老人ホームあけぼの 特別養護老人ホームはっぴー園
デイサービスオアシスケア谷山中央 自然食のＭＯＡかごしま店
鹿児島療院 メディカルフィットネスラルゴ デイサービスだんらん
住宅型有料老人ホーム悠友 NPO法人くらしと介護
居宅介護支援事業所/訪問介護まごのて伊敷（順不同）

発行者：第三回「福祉フェスタinたにやま」実行委員会事務局
公益財団法人慈愛会 介護老人保健施設 愛と結の街内
実行委員長：川崎 友義
イベントに関するお問い合せ先：企画運営担当
居宅介護支援事業所/訪問介護 まごのて伊敷
TEL：099-248-7920 担当：三角 暢彦（平日10時～17時）

【編集後記】 実行委員長：川崎 友義
推計で６００名を超える方にご来場頂いたフェスタ。新たな仲間（実行委員）が加わり、とても賑やかな
イベントとなりました。これも全て、イベント会場をご提供頂き、また、多岐に渡ってご支援を頂きました
社会福祉法人旭生会の皆様、そして、ご協賛ご協力を頂いた皆様のお陰と感謝致しております。今後も、福
祉を元気に、地域を元気にするため、研鑽に努めて参りますので、変わらぬご支援を宜しくお願いします。
地元で始める新しい仕事探し
総合求人サイト

「Find Work（ファンドワーク）」

運営会社：株式会社 Sawa

医療・介護の人材派遣・人材紹介なら

株式会社

Sawa

株式会社

中礼義肢製作所

鹿児島市加治屋町11の3番地

や さ い
くだもの

福徳商店

代表者

福徳 裕輝

鹿児島市下荒田2丁目25-1 TEL 099-297-6922

鹿児島市下荒田2丁目25-1 TEL 099-297-6922

TEL 099-225-0888 FAX 099-222-4149

鹿児島市谷山中央二丁目4520-2
TEL・FAX（099）26８－2533

（福）旭生会 特別養護老人ホーム

（福）旭生会 居宅介護支援事業所

（福）旭生会 児童発達支援事業所

（福）旭生会 有料老人ホーム×デイサービスセンター

旭ヶ丘園

介護相談どころ旭ヶ丘園

鹿児島市平川町1382番地 TEL：099-262-2222

鹿児島市和田2丁目23-6 TEL：099-210-5822

くっく engawa ～縁側～

子育ちサポート

鹿児島市坂之上7丁目26番11号 TEL：099-298-5888

鹿児島市谷山中央5-39-1 TEL：099-814-7288

