
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 介護支援専門員協会鹿児島 
ＫＹＴ鹿児島読売テレビ 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） 

【後援】 
 
 
 
 
 

特定非営利活動法人 地域ケア交流会 
 

連携!! 地域でつくる福祉、健康、ふれあいのまち事業 

“Nintendo Switch” 

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。 

キ ッ ズ 
 

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。 

in 

たにやま 

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。 

お菓子がもらえる 
 

じゃんけん大会 
豪華景品が当たる!! 

高齢者施設選びのアドバイス 
 

NPO法人 くらしと介護 
 

鹿児島市魚見町147ー2 
TEL 090-8356-3103  FAX 099-266-2408 

有限会社 白男川薬局 
 

スター調剤薬局 
 

鹿児島市和田2丁目21-19 
TEL 099-260-9710 FAX 099-260-9711 

魔法の筆文字 / 感字感写師チャック 
 

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/ 

医療法人 陽善会 
 

坂之上病院/豆富家ようぜん 
 

鹿児島市光山2丁目31-76/鹿児島市光山1丁目6-3 
 

Tel.(099)261-6602/(099)210-8055 

建築一式・土木一式 

           東 福 産 業 
日置市東市来養母9356番地1 

TEL 099-274-1181/FAX 099-274-3669 

有 限 
会 社 

自立訓練事業所すみれ（smile） 
就労継続支援B型作業所 笑（わら）♪エール 

みぃさの実 
住所 : 鹿児島市新屋敷町16  鹿児島県住宅供給公社ビル1F118-b 

 

TEL:099-295-3575 FAX:099-295-3998 

社会福祉法人 鹿児島虹の福祉会 
 

            にじの郷たにやま・本町 
 

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 099-263-5968 

認知症対応型 
デイサービス 

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 
 

鹿児島市小松原1丁目15-19 
 

TEL 099-267-3977  FAX 099-267-3180 

社会福祉法人鹿児島虹の福祉会 

特別養護老人ホームにじの郷たにやま 
○居宅介護支援事業所 ○訪問介護 ○保育園 

鹿児島市中山町5028番地80 
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 

社会福祉法人 鹿児島虹の福祉会 
 

小規模多機能ホーム にじの郷たにやま 
 

鹿児島市中山町5028番地78 
 

TEL 099-813-8140 FAX 099-813-8141 

社会福祉法人 鹿児島虹の福祉会 
 

デイサービスにじの郷たにやま 
 

鹿児島市中山町5028番地80 
 

TEL 099-267-3977 FAX 099-267-3180 

ふくどめ社労士事務所 
 

特定社会保険労務士 福留 文治 

医療法人財団 光輪会 
 

光輪会 鹿児島クリニック 
 

内科・産婦人科 
TEL 099-268-2351  FAX 099-268-1617 

公益財団法人 慈愛会 
 

愛と結の街 通所リハビリテーション 
 

鹿児島市小原町8-3 
 

TEL 099-260-6060 / FAX 099-284-5689 

公益財団法人 慈愛会 

デイサービスセンター あしたの風 
 

〒891-0111鹿児島市小原町9-28 
 

TEL (099)263-6630  FAX( 099)263-6631 

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 

医療法人仁愛会 

仁愛会病院 
通所リハビリテーション 

 

鹿児島市南栄5丁目10-19 TEL:099-210-0201 

疾 病 予 防 運 動 施 設 

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 

日本赤十字社鹿児島県支部 
 

特別養護老人ホーム 錦江園 
 

鹿児島市平川町2530番地1 電話099-261-2789 

公益財団法人 慈愛会  

デイサービス はなぶさ 
 

〒891-0111鹿児島市小原町9-1 
 

TEL (099)284-5663  FAX (099)266-2603 

土佐屋ウェルケア株式会社 
 

鹿児島市谷山中央6丁目25-5 
 

TEL：０９９―２１０－１２８０ 

就 労 継 続 支 援 B 型 事 業 所 

ひふみよベース紫原 
 

住所：鹿児島市紫原4丁目6-20 
TEL:099-800-2633 / FAX:099-833-3282 

健康と真心をお届けします 
 

明治ミルクまま宅配センター 
 

鹿児島市田上7丁目4番50号 
 

０１２０-１６８-３６９ 

NPO法人 安平（あんぺい） 

デイサービス だんらん 
〒891-0102 鹿児島市星ケ峯2丁目14-1 

[TEL:FAX] 099-298-5879 

自然農法で”元気かごしま・地球環境保全” 

自然食の ＭＯＡかごしま店 
住所 鹿児島市東開町5－2 

TEL 099-268-7578  FAX 099-260-5267 

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-support@ibutake.com 

（福）旭生会 特別養護老人ホーム 

旭ヶ丘園 
 

鹿児島市平川町1382番地 TEL：099-262-2222 

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 

 
 
 

鹿児島市坂之上7丁目20-17 
 

TEL:080-4660-1798 / FAX:099-262-5529 

株式 
 

会社 ビッグファイブ 宅配餃子 一笑 



マップ 

会場 

鹿児島 
南高校 

          国道226号線 

鹿児島市 
谷山支所 

 

（臨時駐車場） 

「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 
 

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はっぴー園 
 

デイサービスオアシスケア谷山中央 
 

鹿児島療院 自然食のＭＯＡかごしま店 
 

メディカルフィットネスラルゴ 
 

NPO法人くらしと介護 
 

デイサービスだんらん 
 

レインボーポートひまわり 
 

からだ元気治療院 
 

魔法の筆文字チャック 
 

七福神グループ NPO法人オレンジハート 

 
「福祉フェスタinたにやま」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 

 

「福祉フェスタinたにやま」企画運営 
 

居宅介護支援/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） 

谷山小学校にはお客様駐車場がござい
ません。お車でお越しの方は臨時駐車
場（谷山支所）に駐車してください。 
 

尚、臨時駐車場の収容台数には限りが
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。 
 

また、駐車場内での事故や盗難につき
ましては、主催者は一切の責任を負い
ませんので、予めご了承ください。 

運営：

☆ 顔写真入りこども免許証がもらえる交通安全教室  ☆ 鍼灸＆マッサージ体験 

☆ 畳コースターづくり  ☆ プリザーブドフラワー“プチ”アレンジメント教室 

☆ 高齢者向け施設入居相談 

☆ エコクラフト籠づくり 

☆ 介護付き「旅行」の紹介 

☆ 岡田式浄化療法の体験 

☆ 缶バッチづくり 

☆ 家財・遺品整理相談  ☆ ハウス＆エアコンクリーニング相談 etc... 

☆ カレー、農産物、パン販売 

☆ 唐揚げ、フライドポテト販売 

☆ 豆腐スイーツ、クレープ販売 

☆ 餃子、タケノコごはん販売 

☆ ヨーガ教室  ☆ 活花教室   

※参加ご希望の方は早目にご来場ください。 

（ ） 

（ ）

（ ）

（ ） 

（ ）

都合によりブースの内
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。 

ケアする側をケアする空間“プラス”認知症＆介護予防支援 
 

介護者支援!!「オレンジテラス」活動紹介 

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、有難うございます。 

24時間ロードサービス対応 

（有）菊永自動車 
鹿児島県南九州市知覧町郡5101番地1 
ＴＥＬ（０９９３）８３－２３５５ 

鹿児島市  谷山中央５丁目１７番６号 

有限会社  高瀬 石油 
代表取締役 高瀬 邦弘 

ＴＥＬ：０９９－２６９－４５１５ 
ＦＡＸ：０９９－２６９－４６５１ 

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 http://www.remon-ku.com/ 

高橋農園 高橋 弘 
 

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

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 

迫田自動車 
 

鹿児島市田上町4413 
 

ＴＥＬ＆ＦＡＸ ０９９－２６４－８６０７ 

キンコー醤油株式会社 
 

鹿児島市南栄3丁目13番地 
 

TEL:(099)268-5201 FAX:(099)268-1362 

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 

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 

〒890-0005 鹿児島市下伊敷3丁目22番28号 
 

TEL:099-218-3303  FAX:099-218-3233 南州メディカル 
（県指定居宅サービス事業所）ホームページ  http://nansyu-m.co.jp 

福祉用具レンタル・販売・住宅改修 

スピード対応と真心サービス 

エアコン・浴室・キッチン・レンジフード・トイレなどハウスクリーニングの事なら 
 

おそうじ本舗 南鹿児島店 全国1300店舗 
 

鹿児島市桜ケ丘5丁目33-4 
 

TEL:0120-640-993 / FAX:099-264-4622 

Cheerful mark 
 

099-203-0547 
 

鹿児島市武7-24-11 

医療法人 腎愛会 

訪問看護ステーション 光陽 
 

鹿児島市宇宿3丁目21-5(上山病院となり） 
 

TEL:099-257-5210 FAX:099-259-8469 

株式会社 ミツバ建設 
 

鹿児島市中山1丁目9-15 
 

TEL ０９９－２６０－５６５５ 
 

FAX ０９９－２６０－５５８５ 

医療法人 腎愛会 

デイサービス 光陽 
 

鹿児島市3丁目22-10（上山病院となり） 
 

TEL：099-257-5212  FAX:099-257-5213 

訪問マッサージ・はりきゅう 
 

からだ元気治療院 鹿児島店 
 

鹿児島市上荒田町50-1 TEL 296-8380 

株式会社 ラグーナ出版 
 

鹿児島市西千石町3番26 イースト朝日ビル3階 
 

TEL:099-219-9750 / FAX:099-219-9701 

健康な人・まち・心をつくる会 
 

会長 林 陽郎 
 

鹿児島市谷山中央2丁目702-34-201 
 

TEL ０９９－２６７－４７０３ 

しんこだんご・がね天（その他 各種） 

食彩の和（なごみ） 
 

鹿児島市新屋敷町26-9 
 

TEL 090-4582-0455 

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 

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 

女性専用シェアハウス  障害者向け賃貸マンション 
 

（有）窪 商事 
 

鹿児島市下荒田3丁目33-8 
 

０９９－２５１－８８２２ 

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 

POLA クローバーショップ 
 

鹿児島市春山町1123-6 
 

TEL:099-811-2346 

さつまあげの 

おぐら鮮魚店 
 

鹿児島市谷山中央3丁目4597 
TEL：０９９－２６８－３７４９ 

色を通して内面（カラーセラピー）・外面（パーソナルカラー）ともに 
自分らしく、自然体で過ごせるよう、お手伝いを行っています。 

 

イルドクルール 鹿児島 East 
 

鹿児島市易居町2-11-306 TEL:099-239-2268 

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 

むらさきタクシー 
むらさき交通 

 

鹿児島市慈眼寺町17-12 
TEL：０９９－２６８－３１５５ 

  公益社団法人 

鹿児島県老人保健施設協会 
 

事務局：鹿児島市中央町8番地1  県医師会館内 
 

TEL:099-206-1047 / FAX:099-206-1075 

九州を中心に、全国12営業所展開 

株式会社フレッシュ青果 
 

本社：鹿児島県鹿児島市東開町13番地38 
 

TEL:099-204-7000  FAX:099-296-1562 

学校法人 原田学園 

鹿児島医療技術専門学校 
  □谷山キャンパス TEL 099-260-4151 
   看護学科/介護福祉科 

  □平川キャンパス TEL 099-261-6161 
   診療放射線技術学科/理学療法学科言語聴覚療法学科/作業療法学科 

要介護になっても旅をあきらめないで。 
 

「行ける」「会える」「楽しめる」 
 

介護旅行ナビ 〒892-0831 鹿児島市船津町1-11-3 
 

電話 099-281-2795 携帯 090-3666-1515 

合同会社シェアバンド 

鍼灸・整骨院 GREEN VILLAGE 
代表 上村 公隆 

(診療時間) 
 

※祝・祭日も診療 

鹿児島市宇宿8丁目13-20 
 

TEL 099-204-0911 

月.水.金.土 
 

火.木 

AM9:00～PM8:00 
 

AM9:00～PM1:00 

七福神グループ 社会福祉法人 天祐会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

・特別養護老人ホーム 七福神 

・就労支援センター・七福神（就労継続支援B型） 

・デイサービスセンターよかなぁ 七福神 

・サポートセンターチャオ（認知症対応型通所介護） 

・デイサービスセンター 七福神 

・ララシャンス七福神（認知症対応型共同生活介護） 

・相談支援センター 七福神（相談支援事業所） 

・七福神 ララの家（認知症対応型通所介護） 

・居宅介護支援センター・七福神 

なかす子ども食堂 
第4土曜日11:30～2:00(Mayuカフェ内） 

中・高・大：300円 子ども：無料 
鹿児島市上荒田町16-12 

TEL 090-2961-6233 予約制 

医療法人 萩風会 

萩 原 整 形 外 科 
 
 

 

□グループホーム谷山ゆめ 
□グラースデイケア 

□有料老人ホームしらゆり 
□有料老人ホーム谷山の家 

鹿児島市西谷山2丁目7-38 TEL 099-268-7700  FAX 099-268-7099 


