地域ケア交流会通信
－ 発行第11号 －

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よしだ実行委員会

平成28年

会場：鹿児島市立
【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 鹿児島県栄養士会 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 かごしま市商工会吉田支所 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 鹿児島市老人保健施設連絡協議会 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
NPO法人介護支援専門員協会鹿児島 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
コミュニティＦＭ放送局「ＦＭぎんが」 日本福祉用具供給協会鹿児島県ブロック （順不同）
【協力】 鹿児島市立吉田南中学校 かごしま市商工会青年部吉田支部 医療法人一桜会 社会福祉法人寿康会特別養護老人ホーム寿康園
社会福祉法人厚生会介護老人福祉施設睦園 よしの相良外科 グループホーム吉田さくらの里 リバティ・ウェルネス 吉野生協クリニック
ツクイ鹿児島吉野 グリーンコープかごしま生活協同組合 ケアネットあいら まごころサービス吉田の里 社会福祉法人天祐会七福神グループ
済生会鹿児島地域福祉センター グループホームみどり 住宅型有料老人ホーム/デイサービス日和館
居宅介護支援事業所/訪問介護まごのて伊敷 住宅型有料老人ホーム/デイサービスセンターオアシス吉野 医療法人碩済会（順不同）
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認知症介護者支援 オレンジハート・プロジェクト
ケアする側もケアされるケア

今回で２回目の開催となったオレンジ・テラス。たくさんの方にお
立ち寄り頂き、賑わったテラスの様子をご確認ください。

資格取得スクール
ハッピータイム♪

社会福祉法人天祐会
七福神グループ

TEL: 0120-817617

http://www.729729.jp

リフレッシュ効果のあるアロマオイルを使用したハンドマッサー
ジやヘッドマッサージを体験して頂きました。

ご来場の皆様に、認知症の周辺症状緩和に効果のある「心身機能
活性化運動療法」のプログラムを体験して頂きました。

肩こり腰痛予防ヨーガ教室
河口先生

ドクターランチ/エンカフェ
ドクターランチ: 099-805-1088
エンカフェ: 099-201-3755

TEL: 090-9571-6484

肩こり解消、腰痛予防に効果のある体操をレクチャーして頂きま
した。

社会福祉法人 天祐会

特別養護老人ホーム

ベビー教室＆資格取得スクール

七福神 「ハッピータイム♪」

http://www.729729.jp
鹿児島市西伊敷3丁目14-3 TEL 099-295-0729

社会福祉法人 天祐会
就労支援センター・七福神(就労Ｂ型)
サポートセンター

「オレンジ・テラス」

チャオ(生活訓練)

鹿児島市鷹師2丁目5-2 TEL 099-202-0729

社会福祉法人 天祐会

認知症デイサービスセンター・七福神
鹿児島市鷹師2丁目5-2 TEL099-298-1729

デイサービスセンター 七福神
鹿児島市草牟田2-17-2 こもれびビル3F TEL099-222-1752

講師:篠原恵子
医療法人草清会

TEL:0120-817617

いいだクリニック

栄養のバランスを考えた特性のお弁当やオレンジジュースなどを
販売して頂きました。

病院食の受託及び管理・給食。弁当・仕出しの製造・販売及び宅配治療食の受託及び管理。

（有）緑 ゆかり

ドクターランチ／エンカフェ
鹿児島市西千石町14-12
TEL ドクターランチ：099-805-1088/エンカフェ：099-201-3755

社会福祉法人 ゆうかり

ゆうかり学園

鹿児島市草牟田2-17-3 TEL 099-222-1752
・通所リハビリテーション（直通099-222-1752）
・短時間型デイサービスセンター でこぽん
TEL 099-243-0535

医療法人 賢仁会

FAX 099-243-0520
居宅介護支援事業所
たくみ

デンタルクリニックさわやか

ケアプランナー匠

鹿児島市武2丁目12-13
TEL 099-257-8080 FAX 099-257-8081

鹿児島市吉野町3073-12 コアモール102
ＴＥＬ ０９９-２４６-３３７１

鹿児島医療生活協同組合

吉野生協クリニック
内科、小児科、腎臓内科、デイケアよしの
TEL:099-244-2871/FAX:099-243-4046
鹿児島市吉野町3255-12
医療法人 博 香 会

久保クリニック
ＴＥＬ（０９９）２４３-２５００
障害福祉サービス事業所(生活介護)

こひつじ園
鹿児島市西佐多町4627番地1
TEL 099-295-1900

E-mail:sionkai@dor.bbiq.jp

鹿児島市
長寿あんしん相談センター

NPO法人鹿児島県認知症ＧＨ
連絡協議会鹿児島熊毛支部

運営支援: 吉田・吉野・郡山

担当: グループホーム吉田さくらの里

テラスでは交流コーナーの運営をお手伝い頂き、メイン
会場の体育館では足指力の測定を実施して頂きました。

済生会
鹿児島地域福祉センター

アンチエイジングスクール
e-Fiffh

TEL: 099-284-8250

hitomi.kubo.3555@gmail.com

認知症の周辺症状緩和や不安の解消に役立つタクティールケアを
体験して頂きました。

鹿児島療院
～人・まち・心～

TEL: 099-294-2653

TEL: 099-266-3336

下田苑

デイサービス たんぽぽ
グループホーム下田温泉の郷
デイサービスセンター 湯の里
０９９-２９４-０２３３

恩 賜
団

社会福祉法人 財

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 鹿児島市武岡五丁目51番10号
TEL099-284-8250 FAX099-284-8252
URL:http://www.saiseikai-kg.jp/

ビジネスユニフォーム

郷土料理 黒豚しゃぶしゃぶ

株式会社 センコウ

さつま路

０９９-２６０-５０００
一般歯科・小児歯科・歯科口腔外科

みずえだに歯科
TEL 099-244-8210

訪問診療 可

「カラダ取説マスター」の久保先生に“体の仕組み”と適切なメ
ンテナンス方法をレクチャーして頂きました。

社会福祉法人寿康会
訪問看護ステーション寿康園

血圧測定と健康相談、健康維持のために意識しておきたい日常生
活のチェックポイントなどをレクチャーして頂きました。

介護老人福祉施設

連絡協議会の会員さんに交流コーナーを担当して頂きました。介
護従事者同士の情報＆意見交換の場になっていたようです。

鹿児島市東千石町6-29

ＴＥＬ226-0525

第二回「福祉フェスタinたにやま」の会場となった鹿児島療院さ
ん。心と体の健康増進に役立つ“体験”をご提供頂きました。

社会福祉法人 太陽会
障害者支援センター しょうぶ学園
鹿児島市吉野町5066番地
TEL 099-243-6639 FAX 099-243-7415
医療法人友志会 くわはたクリニック
鹿児島市玉里団地2丁目5-1
TEL 099-220-9502 FAX 099-220-9503
デイサービスきぼうの里 TEL 099-218-3037
（同一敷地内 併設）

デイサービスセンター白銀の里
訪問介護ステーション白銀

くぼた内科クリニック

〒892-0804 鹿児島県鹿児島市春日町14番5号
TEL 099-295-6225 FAX 099-295-6233

〒892-0871 鹿児島市吉野町5373-18
TEL 099-246-3700

内科 循環器科

小田原歯科
一般歯科・小児歯科・矯正歯科
診療時間:(月)～(土)9:00～6:30(但し、土曜は5:30まで)

菖蒲谷入口バス停スグ ☎244-3718

ふじやま整骨院
鹿児島市吉野2丁目28-12(みやこ迫バス停横)
TEL 099-244-7877

NPO法人 ケアネットあいら
〒899-5241 鹿児島県姶良市加治木町木田1139
TEL 0995(73)3500 FAX 099(73)3702

http://aira-carenet.com

フェスタ企画 じゃんけん大会＆スタンプラリー抽選会＆サプライズステージ
サイクロン掃除機など
豪華景品が当たるスタ
ンプラリー抽選会。皆
さん、ドキドキしなが
ら発表を待っていまし
た!!

オアシス吉野さん、グルー
プホーム吉田さくらの里さ
んに景品をご提供頂いた
オープニング企画のじゃん
けん大会。大いに盛り上が
りました!!

午前の部のステージは
寿康園デイサービスセ
ンターの髙野さんのオ
ンステージ。エンター
テイナーの実力を発揮
されていました!!

スタンプラリー景品と
して、いつもフェスタ
に雨雲を連れて来られ
るＦさんから“くまも
んミニ四駆”をご提供
頂きました!!

午後の部は話題のパーフェ
クトヒューマン。意外な人
物の変身に関係者も大盛り
上がりでした!! こちらで
動画を配信中 http://kgcck.jugem.jp/?eid=143

認知症サポーター養成講座
毎回、同イベントの特別企画として開催を続けている「認知症サポーター養成講座」
定員20名のところ、28名の方にご参加頂き、認知症への関心の高まりを感じました。

講師：公益社団法人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
運営：ボランティア団体 心と手をつなご会 協力：居宅介護支援事業所 心和～kokoa～

～ミニ四駆制作～ 特別企画ホビーコーナー ～ガンプラ制作～

いこいの駅

よしの相良外科

オアシス吉野

株式会社るりかけす

心和 ～kokoa～

医療法人一桜会

吉留クリニック

居宅介護支援事業所
理事長 吉留五十二
デイサービス（住宅型有料老人ホーム）
通所リハビリテーションゆうゆう グループホームゆうかり
鹿児島県姶良市蒲生町上久徳2561番地
住所：鹿児島市吉野2丁目19-26
鹿児島市吉野町8614番地 TEL0120-48-7205
TEL
0995-52-1111
FAX 0995-52-0168
TEL:099-210-7335
FAX:099-210-7831
TEL
243-5500
FAX
243-5501
FAX099-248-7206

社 会 福 祉 法 人 青 鳥 会

障害者支援施設 愛光園
鹿児島市吉野町11081番地1 ☎243-5632
障害者支援施設

障
害
者
支 援 施 設

NPO法人ケアリハそうぞう

あおいとり

鹿児島市吉野町10791番地10 ☎295-7009

障害児・知的障害者福祉のことなどご相談下さい 地域生活支援事業所

吉田愛青園

吉野学園

ほほえみ

鹿児島市宮之浦町4180-1
TEL 099-294-4889

鹿児島市吉野町11165-1
TEL099-243-0141

鹿児島市吉野町11164
TEL 099-295-0371

各種研修会セミナー等を開催

医療法人一桜会 吉留クリニック

さくらのお家よしだ

E-mail carerehasouzou@gmail.com

鹿児島県鹿児島市東佐多町269番地2
TEL(FAX) 099-245-5500

一緒に身体にやさしいケアをしませんか？

〒890-0063 鹿児島市鴨池1丁目10-5

なちゅは鹿児島
E-mail natyuha.kagoshima@gmail.com

Raffino Hair
代表 二宮 真
ＴＥＬ ０９９-２５１-７５７５

福祉用具＆機器の
展示・相談
会場には多種多様な福祉用具＆
機器が並び、実際に試乗や体験
をすることもできました。

フィールド・ケア

平成メディカル

リバティウェルネス

スズキ自販鹿児島

TEL: 099-294-3174

TEL: 099-293-7688

TEL: 099-295-3512

TEL: 099-253-2525

職場でも家庭でも簡単
にできる介護予防体操
を教えて頂きました。

どこでもできる簡単体操
吉田温泉病院
TEL: 099-294-2161

福祉用具販売・レンタル

〒892-0877 鹿児島県鹿児島市吉野一丁目12番23号

有限会社 平成メディカル

リバティ ウェルネス株式会社
代表取締役 上 田 洋 一

鹿児島市宮之浦町1424-1 TEL:099-293-7688

TEL 099(295)3512 FAX 099(295)3516

吉田温泉病院
通所リハビリテーション

医療法人 碩済会

吉田温泉病院

TEL 099-294-2161 FAX 099-294-2167 TEL 099-294-2161

FAX 099-294-2167

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

循環器内科・消化器内科

(有) よしとく福祉

池之上クリニック

tel：０９９-２４８-８８２３

レクリェーション体験
デイサービスで提供し
ているレクを一般の方
寿康園デイサービスセンター
に体験して頂きました。 TEL: 099-294-2653

福祉用具販売・レンタル・住宅改修

社会福祉法人 寿 康 会

フィールド・ケア

特別養護老人ホーム寿康園

鹿児島市本名町1141-2

TEL 099-294-3174

カーブス鹿児島吉野

鹿児島市本名町234

TEL 294-2510

鹿児島医療介護塾

〒892-0871 鹿児島市吉野1丁目12番23号 「豊かなまちづくり」に向けて毎月勉強会行っています。
Face bookで検索 TEL 090-5939-7007
ＴＥＬ：０９９－２９５－３９３９

社会福祉法人 東西福祉会

医療法人仁慈会

吉田保育園

太田歯科医院 訪問歯科診療センター

鹿児島市池之上町10-7
TEL 099-247-1855 FAX 099-247-1858 TEL 099-295-2603

FAX 099-295-1405

「食支援」を通してより豊かで幸せな人生を
TEL 0120-814-828

認知症予防に効果があ
る、ipadを使ったワー
クを体験しました。

脳若 ipad教室
まごころサービス吉田の里

特殊な機材を使った運
動や体脂肪測定を体験
して頂きました。

コグニバイク体験
ツクイ鹿児島吉野デイサービス

セラピー犬との“ふれ
あい”をお楽しみ頂き
ました。

ワンちゃんふれあい
就労移行支援事業所ひまわり

TEL: 099-294-2653

TEL: 099-295-7160

TEL: 099-230-7783

家事サービス・介護タクシー・脳若トレーニング
NPO法人 まごころサービス吉田の里
（社会福祉法人 寿康会内）
鹿児島市本名町234番地 TEL 294-2653

いぢちこどもクリニック
鹿児島市吉野一丁目43番14号
TEL 099-246-3400

年中無休のデイサービス

ツクイ鹿児島吉野
鹿児島市吉野1-23-8

TEL 099-295-7160

ＭＡ建築設計室

乳がん触診体験
あなただけの乳がんではなく

自分だけのお洒落なレ
ザークラフトを楽しん
で頂きました。

レザークラフト教室
靴工房CITTA

適切な消毒の方法など
をレクチャーして頂き
ました。

感染予防教室
鹿児島ケミカル商会

TEL: 099-213-9001

TEL: 099-294-2373

TEL: 099-267-1996

就労移行支援事業所

きれいな明日が好きだから…

ひ ま わ り

有限会社 鹿児島ケミカル商会

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

医療法人寛容会

森口病院

アルコール依存症、精神疾患、認知症相談承っております。

谷山中央4丁目9-27-2

今給黎総合病院

昭和会クリニック

介護老人保健施設

鹿児島市下竜尾町4番16号
(099-226-2211)

鹿児島市下竜尾町6番2号
(099-226-2212)

さくらんぼ

ホームページ http://imakiire.or.jp E-mail：info@imakiire.or.jp

乳がん触診体験とピン
クリボンの活動をご紹
介頂きました。

TEL 099-244-8811

TEL 099-243-6700
グループホーム
デイサービスセンター

FAX 099-294-0258 TEL 099-295-7255

鹿児島市中山町5190-5
TEL 099-267-1996/FAX 099-266-0649

精神科デイ・ケア デイ・ナイト・ケア施設
医療法人寛容会 心のデイ・ナイト・ケア温泉の森

FAX 099-243-6752 TEL 099-243-6700 FAX 099-814-8141

癒しの森
FAX 099-821-0025

デイサービスセンター 森
TEL 099-295-8672 FAX 099-295-8673

独特の存在感があるド
ラム缶アートを展示し
て頂きました。

ドラム缶アート
アートギャラリー 花・Bee

自宅で受けられる訪問
マッサージを体験して
頂きました。

マッサージ体験
在宅リハビリマッサージひばり

http://hana-bee.jp/

TEL: 099-222-0603

生活機能総合改善機器紹介
介護予防体操がプログ
ラムされたカラオケ機
第一興商
材をご紹介頂きました。 TEL: 099-259-4365

アートギャラリー

在宅リハビリマッサージ

花・Bee

TEL : 099-222-0603

本名町857-1 TEL，FAX 099-294-2642
ホームページ http://hana-bee.jp/

医療保険適用。国家資格者がお伺い致します。
お気軽にお問い合わせ下さい。

居宅介護支援事業所

住宅型有料老人ホーム ノアハウス

ケアプランセンター海風

ひ

ば

り

デイサービス マリン（地域密着型通所介護）

歩行状態測定
立位や歩行時の体のバ
ランスの大切さをレク
カクウィックスウィング
チャーして頂きました。 TEL: 099-261-4144

子供たちを対象に交通
安全クイズを実施して
頂きました。

交通安全教室
JAF日本自動車連盟鹿児島支部
TEL: 099-284-0007

ちびっこふれあい
放課後等デイサービス
で提供しているワーク
クリエイティブサポートくじら
を体験して頂きました。 TEL: 0995-64-3050

第一興商

鹿児島市南栄3丁目26番

一般社団法人 日本音楽健康協会 賛助会員
株式会社第一興商 鹿児島支店
〒890-0051 鹿児島県鹿児島市高麗町12-18
TEL 099(259)4365 FAX 099(259)4360

鹿児島酸素株式会社

吉田温泉病院
居宅介護支援事業所

天然かけ流し温泉・渓流釣りオープン

姶良市加治木町木田1394-4
姶良市加治木町木田1394-4-2
TEL 0995-73-5262 FAX 0995-73-5363 TEL 0995-73-5205 FAX 0995-73-5208 TEL 099-246-9661 FAX 099-246-9660
パソコン修理・販売

(株)末永建設
鹿児島市本名町6334-7
099-294-2528

Ｋ２サポート
宮之浦町1010 携帯 080-6434-8915
TEL / FAX 099-800-2279

(有)イレブン総合開発
代表取締役 脇田幸男
〒891-1304 鹿児島市本名町1139-2
☎FAX (099)294-4549

電話 099-260-4102

(有)渓 谷 苑
TEL 099-295-2044 FAX 099-295-1266

(有)マスミツ工務店
益満 茂樹
電話 099-294-2474

普段の活動で実施され
ているワークを楽しん
で頂きました。

木の枝ストラップづくり
鹿児島県青少年研修センター

靴と足の健康の関係性
と、靴選びのポイント
を教えて頂きました。

足の健康教室
えこる鹿児島吉田店

鹿児島を題材にしたユ
ニークな本をご紹介頂
きました。

絵本・すごろく・本の販売
燦燦舎

TEL: 099-294-2111

TEL: 099-294-2730

TEL: 099-248-7496

スキンケア体験
ヘッドマッサージ体験
と、お肌のケアをレク
シナリー Su・A・Ra営業所
チャーして頂きました。 E-Mail：irori826@yahoo.co.jp

気を付けておきたい、
お掃除のポイントを教
えて頂きました。

おそうじ教室
ダスキンアイワ

吉野を舞台にした大石
兵六夢物語の新作狂言
をご紹介頂きました。

吉野兵六狂言紹介
吉野兵六狂言同好会

TEL: 0120-450-790

TEL: 099-243-3778

ひとひとが織り成すまちに
特定非営利活動法人

「ぐるっと一周！鹿児島すごろく」大好評!!

歩行改善士がいる足と靴と歩行の専門店

燦燦舎

えこる鹿児島吉田店

ダスキンアイワ 喜びのタネをまこう

地域サポートよしのねぎぼうず

鹿児島市本名町1233-6 099-294-2730
http://ecol-kagoshima.com/

代表取締役社長 福田 直哉
フリーダイヤル 0120-450-790

鹿児島市吉野町2677-1
TEL ２４３－３７７８ FAX ２１０－７６６３

介護老人保健施設

（株）アリオス

吉田ナーシングホーム

アトム薬局

鹿児島市川上町819 TEL 099-248-7496
介護保険や福祉のことなどお気軽にご相談ください。
社会福祉法人厚生会
介護老人福祉施設

睦 園

鹿児島市吉野町6077-56 TEL 244-5588(代)
鹿児島県鹿児島市本名町481番地の1

学校法人

久木田学園

久木田学園看護専門学校
TEL 099-294-3364

社会福祉法人

愛真会

三州原学園

プロのおそうじ

鹿児島市吉野町10749-1 ☎099-243-0016 TEL 099-294-4561

ＤUＳＫ!Ｎ

FAX 099-294-4562

訪問看護ステーション

ヘルパーステーション

夕映え

ゆうばえ

TEL 099-246-9090

FAX 099-246-9660 TEL 099-246-9666

FAX 099-246-9660

〒892-0852
鹿児島市下竜尾町2番2号
TEL 099-219-4055

FAX 099-223-6280

※在宅・訪問ご指名下さい。
あなたのかかりつけ薬剤師にご指導下さい。

洗える畳の展示と、畳
コースターづくりを楽
しんで頂きました。

畳コースターづくり
山下タタミ店

指圧などのボディケア
マッサージを体験して
頂きました。

ボディケアマッサージ体験
鹿児島マザーハンド療院

竹笛「天吹」や、竹を
使った水鉄砲づくりを
楽しんで頂きました。

竹笛・水鉄砲づくり
韻天流天吹塾

TEL: 099- 294-4311

TEL: 099-219-7017

畳製作一級技能士

代表 山下 秀秋
TEL/FAX 294-4311

在宅訪問ケア・指圧・鍼灸・アロマテラピー

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

ジブラルタ生命保険株式会社
ライフプランコンサルタント 室園 真一郎

ＴＥＬ 090-3600-1312
住宅型有料老人ホーム

いっ歩

〒892-0871 鹿児島市吉野町3394-1
☎ 099-210-7333 FAX 099-210-7330

医療法人光生会

松元整形外科

鹿児島市吉野一丁目5番12号

住宅型有料老人ホーム

TEL 243-9995

いっ歩本館

〒892-0871 鹿児島市吉野町3365
☎ 099-210-7551 FAX 099-210-7441

メンタルヘルス本の紹介・販売
ラグーナ出版
TEL: 099-219-9750

視力・聴力測定体験
聴力測定や特殊な機材
を使った視力検査など
メガネの三城
を体験して頂きました。 TEL: 099-243-1666

文字が書けるモニター
や３Ｄプリンターをご
紹介頂きました。

TEL: 090-2513-8451

山下タタミ店
本名町1748-3

メンタルヘルスに役立
つ書籍をご紹介頂きま
した。

３Dプリンターの紹介
株式会社 アンクス
TEL: 099-250-6622

メガネ・補聴器・コンタクトレンズのご用命は

ソフトウェア

メガネの三城 吉野店

株式会社 アンクス

〒892-0871 鹿児島市吉野町1759
本社 鹿児島市鴨池新町14番15号
TEL(099)243-1666 FAX(099)295-8471 TEL:099-250-6622 FAX:099-250-6420
鹿児島県姶良市平松4730番地
株式会社 島津ＨＤ

医療法人 尾田内科胃腸科
理事長 尾 田 一 郎

デイサービスセンター 鹿児島中央

〒899-5652

鹿児島市新屋敷町25-10 FAX 099-295-0486

TEL (0995)65-7511

TEL 099-295-0485

医療法人 春 和 会

(株)ライフサポート吉満

整形外科 吉野台クリニック

グループホームみどり

〒892-0871 鹿児島市吉野町1486-1
TEL(099)243-5550

鹿児島市川上町3561
TEL 295-7333 FAX 295-7322

栄養満点の牛乳の説明
や試飲会を行って頂き
ました。

牛乳＆ジュース試飲
グリーンコープかごしま生協

自分だけのオリジナル
陶器づくりを楽しんで
頂きました。

陶芸教室
旭福祉センター

子育てや老後に備えた
家計の相談に対応して
頂きました。

保険の何でも相談
ライフプラザパートナーズ

TEL: 099-295-7333

TEL: 099-244-3551

TEL: 090-3417-9555

生命保険・損害保険・少額短期 50社の中から

(株)ライフプラザパートナーズ
TEL 090-3417-9555
～内装材・住宅設備建材の販売及び高齢者に快適な住まいの提案致します～

(株)インハウス久永
鹿児島市卸本町8-16
TEL:099-260-2165 / FAX:099-260-2962
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 堀之内ビル3号
TEL 099-248-7920 FAX 099-248-7921

グリーンコープかごしま生活協同組合
住んでる街を住みたい街に

自然食の紹介と、食と
健康の関係を教えて頂
きました。

自然食の紹介
自然食のMOAかごしま店

いつも頑張っている体
を癒すマッサージを体
験して頂きました。

マッサージ体験
からだ元気治療院鹿児島

ベッドの傍に設置でき
る介護用の水洗トイレ
をご紹介頂きました。

住宅改修相談
インハウス久永

TEL: 099-268-7578

TEL: 099-296-8380

TEL: 099-260-2165

からだ元気治療院 鹿児島店

訪問専門マッサージ・鍼灸治療院
各種健康保険証取扱
鹿児島市高麗町28-1 プリンス松山ビル501
TEL:099-218-8377 / FAX:099-218-8388
TEL 099-296-8380 FAX 099-296-7338
〒890-0054 鹿児島市荒田1丁目16番27号
EMagencyビル2階

イベント音響設営

社 会 保 険 労 務 士 法 人
行
政
書
士
法
人

EMagency

特定社会保険労務士 松田将紀
TEL(099)263-8923 FAX(099)263-8925

株式会社
代表取締役

中間造園
中間實雄

姶良市西姶良1丁目34-4
TEL 0995-67-0284

株式会社ライクアール
TEL:0995-66-4876

FAX:0995-66-4879

着物から布団まで なんでも対応

太平洋クリーニング
フリーダイヤル 0120-295-299

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
〒899-4301 鹿児島県霧島市国分重久2148-4

たんぽぽの家
ＴＥＬ/ＦＡＸ：０９９５-４６-２９９０
ＭＯＡの健康法をやっています!!
〒899-4351 鹿児島県霧島市国分新町1577-10

サービス付高齢者住宅

より愛きりしま
TEL 0995-48-5301

FAX 0995-48-5303

鹿児島のプロバスケッ
トボールチームにレク
をご提供頂きました。

ストラックアウト＆グッズ販売
鹿児島レブナイズ

特殊な肥料がセットに
なった苗物を販売して
頂きました。

パレット肥料セット販売
上村畜産

しっとりふわふわのシ
フォンケーキを販売し
て頂きました。

シフォンケーキ販売
ともちゃん

株 式

会

http://www.renova-kg.com/

TEL: 099-268-0306

TEL: 099-294-0600

社

上 村 畜 産
The important to be genuine only seriously
TEL/099-268-0306 FAX/099-268-0573

社会福祉法人 落穂会
障害者支援施設

旭福祉センター

鹿児島市岡之原町986 TEL 244-3551

医療法人 碩済会

医療法人 碩済会

フィオーレ第一病院 産婦人科・婦人科

加治木記念病院

姶良市加治木町本町307-1 TEL 0995-63-2158

TEL 0995-63-2275 FAX 0995-62-2331

消防車＆救急車の展示
と、心肺蘇生術を教え
て頂きました。

緊急車両展示＆心肺蘇生術体験
鹿児島市消防局
中央消防署吉田分遣隊

旭福祉センター自家製
のパンやお菓子を販売
して頂きました。

パン販売
旭福祉センター

お洒落で可愛い小物や
陶器などを販売して頂
きました。

ハンドメイドアイテム販売
あさひが丘学園

TEL: 099-244-3551

TEL:099- 238-4821

シフォンケーキのお店

ともちゃん

社会福祉法人 落穂会

あさひが丘学園・あさひが丘

鹿児島市吉野町9352-1
TEL 099-294-0600 / Facebook ともちゃん 皆与志町2503 ☎ 238-4821 FAX 238-5737

(株) 竹下工務店

(有)共立アド・センター

代表取締役 竹下洋司
鹿児島市西佐多町８４５-１
(代) ０９９-２９５-２８２８

かごしま市商工会青年部部長
TEL 099-293-7440

ソニー生命保険株式会社

思川建設株式会社

ほんじょう建設株式会社

(株)コスモ建設運輸

ファイナンシャルプランナー 垂脇 慶輔

代表取締役 前田賢二

代表取締役 船脇 須奈夫

代表取締役 榎園洋文

TEL 090-7925-6633

鹿児島市本城町2564
(代) 099-295-2116

〒891-1302 鹿児島市東佐多町1934
TEL(099)245-5170 FAX(099)245-5172

鹿児島市宮之浦町936-5
TEL 099-294-2061

飲物やサクサクの揚げ
立てコロッケを販売し
て頂きました。

コロッケ＆小物販売
ウェルカムあざみ

店頭には様々な種類の
パンや菓子が並んでい
ました。

パン販売
パン工房マテリア

自慢のかき揚げが乗っ
た、うどんとそばを販
売して頂きました。

うどん＆そば販売
グループホーム敬史館

TEL: 099-802-4795

TEL: 0995-64-3388

TEL: 099-294-1717

つなぎ合う手と手。つむぎ合う夢と夢。
障害者自立支援センター薊愛会

特定非営利
活 動 法 人

障がい者就労支援施設 ウェルカム あざみ

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
鹿児島市永吉１丁目34番11号
TEL 099-802-4795 FAX 099-802-4895 TEL 099-227-5342 FAX 099-227-5552
社会福祉法人 敬天会 さちかぜ

パン工房 マテリア FamilyMart
姶良市加治木町木田1395番9
Ｔｅｌ（０９９５）６４－３３８８

グループホーム

敬 史 館
TEL 099-294-1717

FAX 099-294-1030

吉田宮之浦店

〒891-1305 鹿児島県鹿児島市宮之浦町1502-11

TEL 099-294-3490

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 TEL 099-295-2422

豚丼＆豚汁販売
豚汁＆豚丼の他、お菓
子やわたあめ、焼き餅
きずな学園
を販売して頂きました。 TEL:099-244-3220

ファミマのおにぎり、
焼き鳥、飲物を販売し
て頂きました。

おにぎり＆焼き鳥販売
ファミリーマート吉田宮之浦店

フェスタの名物？の唐
揚げを販売して頂きま
した。

唐揚げ販売
グループホーム吉田さくらの里

TEL: 099-294-3490

TEL: 099-295-2422

子育て支援喫茶

カフェテラス オアシス
一流シェフが手がけるフレンチ風ランチ・一品料理
スペシャルコーヒー・デザート etc・・
営業時間 AM 9:00
所在地 吉野町3152-150
～ PM 5:00
Tel 099-243-7003

“一緒にお菓子を作りませんか!?”

福祉作業所
吉野町3152-171

きずな塾
TEL 099-243-2961

脇田農園
代表 林 大史

社会福祉法人 吾子の里
知的障害・発達障害のご相談など、いつでもお受けしています

きずな学園 244-3220
吉野町10793-1

（FAX 244-3227）

“遊びにおいでよ♪”

児童デイサービス

きずな

御自宅まで送迎いたします。お気軽にお電話下さい。
TEL 099-244-3220 FAX 099-244-3227

(有)南日本新聞吉田南販売所
代表取締役 上別府 巧
電話 099-(294)-2779

神村学園 ボランティアの皆さん

パネル展示コーナー
「吉田地域まちづくりワークショップ」活動紹介

神村学園専修学校

桜丘西ドリームゲッターズ

理学療法学科・作業療法学科・看護学科・こども学科
いちき串木野市別府4460
JR神村学園前駅下車徒歩3分 TEL 0996-21-2070

ミニバスケットボールチーム

心と手をつなご会

活動紹介コーナー
神村学園の学校紹介や各団体の地域活動紹介

旬菜

みどり弁当

〒891-0115 鹿児島市東開町10番地11
TEL 099-267-6911 FAX 099-267-6921

（有）ケイフィールド
〒892-0838 鹿児島市新屋敷町24-17
ＴＥＬ ０９９－２２７－０６９３

徘 徊 ネ ッ ト 認知症疾患の高齢者等が行方不明になった際、ご一報ください。ご登録いただいてい
ワ ー ク メ ー ル るご協力者に一斉メールでお知らせし、早期発見につながるよう活動をしています。

☎099-248-7205（担当：山下） 鹿児島市吉野町8614番（オアシス吉野内）
南日本情報処理センター 医療福祉本部
この活動は、ご協賛を頂いた皆様の善意と、ボランティアの皆様の (株)南日本情報処理センター 医療福祉本部 (株)
意識改革と育成、キャリアパス制度整備のパートナー
介護事業所運営に必要な機能がオールインワン
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
介護トータルシステム『寿』 人事考課制度導入支援ソフト『チャンス』
ます。
福祉フェスタinよしだ実行委員会 TEL:099-269-9720/FAX:099-269-9719
TEL:099-269-9720/FAX:099-269-9719

介護老人福祉施設

ひだまりの里

鹿児島市川上町1041-1
(TEL)099-243-2366 (FAX)099-243-5377

心療内科・精神科

吉野病院

内科・放射線科（ＣＴ・ＭＩＲ検査）

新牧医院
TEL 099-243-0178

おおにし産婦人科

医療法人 松岡内科
鹿児島市郡元一丁目13-6
TEL 099-254-5577
往診・訪問看護

〒892-0875 鹿児島市川上町2805-1
TEL(099)246-3210

緑陽の会 緑ヶ丘グループ

特定施設入居者生活介護事業

緑ヶ丘クリニック

ケアハウス 優和の里

ワタキューセイモア株式会社

よしの脳神経外科・消化器外科

内科・消化器科・リハビリテーション科

院長 上山 教夫

医療法人

診療時間/AM9:00～PM1:00
診療時間/PM2:30～PM6:00

上山クリニック

(休診 水・土曜日午後、日曜・祝日)
鹿児島市吉野町719番地1(実方中央団地)

心の健康相談・物忘れの健康相談
ＴＥＬ．０９９-２４４-３０００
事務局：鹿児島市緑ヶ丘町6番8号
鹿児島市吉野町10710-268
タイヨー花棚店近く すき家うら 電話 243-0048 TEL 099-244-9333 FAX 099-244-9335 TEL 099-243-0565 FAX 099-243-0625 通所リハビリテーション事業所 デイ・ケアうえやま

医療法人梅津整形外科医院
〒892-0877 鹿児島市吉野二丁目14番15号
ＴＥＬ ０９９－２４４－６３００
・通所リハビリテーション「デイケアいこい」

ワタキューデイサービスセンタータイヨー重富店
暮らしの応援センター（タイヨー重富店内）
TEL 0995-67-6606 / FAX 0995-67-6608

ＭＲＩ・ＣＴ・胃カメラ
ＴＥＬ 099-298-9751

吉野薬手堂鍼灸治療院
院長 吉村 直哉
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大田歯科医院
TEL 099-294-3400

株式会社

FAX 099-294-4023

研文堂

福祉系資格のことなら

消防設備の設計・施工・保守点検

鹿児島市下伊敷二丁目4番15号

ホットラインワールド

国分消防設備株式会社

伊 敷 病 院

TEL : 099-210-5442

鹿児島市下荒田二丁目46番6号
TEL 099(258)0366 FAX 099(258)6794

ＴＥＬ（０９９）２２０－４６４５

有村医院

特別養護老人ホーム 大楠苑

〒890-0054 鹿児島市荒田二丁目7-11

やすまる温泉

TEL 099-257-2561(代)

鹿児島市東佐多町2108 TEL 099-295-2424

みつどめ歯科
TEL(099)294-1188

医療法人 仁愛会

花倉病院

心の健康相談 地域生活支援
鹿児島市吉野町5147番地
FAX(099)294-1189 TEL 099-243-5111 FAX 099-243-5113

鹿児島県姶良市蒲生町白男325番地1
TEL 0995(52)0118

FAX 0995(52)0288

高齢者複合施設 むれがおか
・通所介護・介護予防通所介護サービス
・住宅型有料老人ホーム 16室
・居宅介護支援事業所
代表 099-246-0660

医療法人 有 隣 会

理事長

植村健吾

デイサービスセンター夢楽(ムラク)
TEL 099-293-7632
サービス付き高齢者向け住宅 夢花(ユメハナ)
TEL 099-244-1100

かきぞの薬局 吉野店
株式会社 K-pharmacy
〒892-0871 鹿児島市吉野町719-14
TEL 099-295-7319 FAX 099-295-7320

ISO 14001 認証取得
優良産廃処理業者認定
鹿児島市石谷町106-2

産業廃棄物収集運搬処理業・資源のリサイクル

(株)太陽化学

株式会社 日本リース

ウ ォ ー タ ー レ ン タ
レ ン タ ル 浄 水
ワ
ッ
ク
ス
販
清 掃 用 品 一 式 販

TEL:099-278-1783

介護老人福祉施設・デイサービスセンター

－鹿児島北営業所－ 鹿児島市伊敷5丁目3番11号 ☎(099)229-6317
マ ッ ト モ ッ プ リ ー ス
オ リ ジ ナ ル マ ッ ト
キャビネットタオルリース
エフマチック（ 芳香剤） リース

(株)太陽化学

優良産廃処理業者認定

TEL:099-278-1783 鹿児島市石谷町106-2

ル
器
売
売

鹿児島市西別府2941-27
TEL 099-281-2611

大同医療器械株式会社

認知症対応型共同生活介護

〒892-0805 鹿児島市大竜町7番32号

鹿児島市吉野町10877-18 TEL 099-295-5005

TEL 099-243-8811

医療法人

FAX 099-239-5514

在宅訪問マッサージ

内科・消化器内科

鹿児島中央マッサージ

盛満医院

〒892-0846 鹿児島市加治屋町16番20号
ＴＥＬ ０９９-２２２-３９７７

鹿児島市川上町3444-1
099-243-0581

社会福祉法人 ク オ ラ

在宅療養支援診療所(訪問診療)・入院諾19床

マモリエあいら

鹿児島県姶良市平松3360
TEL:0995-67-8181／FAX:0995-67-8182

内村川上内科
内科・肝臓内科・消化器内科・呼吸器内科・循環器科・放射線科
TEL 099-244-1500 FAX 099-244-8130 ﾀｲﾖｰ花棚店近く

白内障手術

新聞・テレビ・ラジオ・雑誌・印刷物・ＳＰ・イベント・企画・制作

株式会社 読売鹿児島広告社
鹿児島市照国町4-15 石原ビル202号
ＴＥＬ ０９９-２２６-３６８２（中村）

さくら眼科
TEL:295-5911

緑内障
糖尿病網膜症
コンタクト処方箋

緑心会

横山記念病院

鹿児島市山下町16-24
099-222-0008

FAX 099-243-8666

精神科・老年精神科

・各種医療保険取扱い

大明整骨院 大明鍼灸院 訪問 はり・きゅうセンター

特別養護老人ホーム

医療器械．介護．福祉．関係サポート業務
救命救急業務．調剤薬局業務
鹿児島市西千石町12番11号
電話代表 099-222-1108

理
士
藤 元 税社会保険労務士
事務所
ケアガーデンてらやま グループホームてらやま
TEL(099)248-4820(代)
〒892-0871 鹿児島市吉野町6581番地2

はり・きゅう券

（大明丘中央交差点）電話 244-8411

横尾機械

株式会社

TEL:(099)244-0555

〒890-0013

吉野町4826-1

鹿児島市城山1丁目7-14

FAX(099)248-4821

外科・消化器科・循環器科・肛門科

うえはらクリニック
鹿児島市本名町1071-1
TEL 099-294-2102

FAX 099-294-4520

高田歯科医院

西園歯科

高 田 俊 彦

鹿児島市西佐多町163-1 TEL(099)295-2400

TEL:099-227-2224 / FAX:099-226-4758 診療時間 午前9:00～午後6:30 日曜・祭日・土午後休診
介護老人保健施設(ユニットケア対応施設)
在宅療養支援診療所(訪問診療)

ろうけん青空

吉野東ホームクリニック

内科・消化器内科
TEL 099-243-4330 FAX 099-243-5599 TEL 099-295-0555 FAX 099-295-0561
鹿児島市新照院17番11号
入所70名、デイケア40名 パワーリハビリ機械完備

株式
会社

さくら医療器械
代表取締役 時村 佳尚
TEL代表:226-7828

学校法人 橋口学園
認 定 こ ど も 園

吉田南幼稚園

TEL 099-294-3730
FAX 099-294-4936

オープニング企画 じゃんけん大会運営協力
住宅型有料老人ホーム・デイサービス オアシス吉野 グループホーム吉田さくらの里

スタンプラリー抽選会協力
Ａコープ吉田店 タイヨー吉田店 渓谷苑 輝楽里よしだ館 ＪＡグリーン鹿児島 自然食のＭＯＡかごしま店
住宅型有料老人ホーム・デイサービスオアシス吉野 グループホーム吉田さくらの里 燦燦舎
社会福祉法人寿康会特別養護老人ホーム寿康園 社会福祉法人天祐会七福神グループ インハウス久永
シフォンケーキのお店ともちゃん ツクイ鹿児島吉野デイサービス 在宅リハビリマッサージひばり
旭福祉センター 鹿児島レブナイズ からだ元気治療院 パン工房マテリア 鹿児島ケミカル商会
グリーンコープ鹿児島生活協同組合 吉田温泉病院 吉田ナーシングホーム
発行：NPO法人地域ケア交流会「福祉フェスタinよしだ」実行委員会事務局
医療法人碩済会 吉田温泉病院内 実行委員長：貴島正浩 TEL:099-294-2161
企画運営担当
住宅型有料老人ホーム・デイサービス オアシス吉野 担当：山下真也 TEL:099-248-7205
るたちご催のてんがなるい者とア
こ来を協すも、で、りほまと、イこ
と年お力るとブく共とどす一そデの
をも伝をこ、ーれにも簡。緒しィ活
期、え頂と素スたイ不単しにてア動
待共しいが晴関実ベ安なか楽、をは
しにたたでら係行ンをこしし運「、
てイい皆きし者委ト感と、む営カ実
おベと様まいの員づじでそこメタ行
りン思にしイ皆のくてはれとンチ委
まトい感たベ様方りおなはをバ」員
すをま謝。ンの々にりく言目ーにの
。楽すの改トご、取ま、葉指もす想
し。気めを支そりし多にし来るい
めま持て開援し組た少すて場こや
、

きる運てとせ
ま経営きして昨
し験をまて頂年
た、担しイいま
。そ当たベたで
ししがンりは
て、、ト、ブ
、こ今に運ー
体れ回関営ス
感ま、わボと
をで初らラし
さとめせンて
せはててテ参
て異企頂ィ加
頂な画いアさ

企
画
運
営
担
当
山
下
真
也

ごににしご
支努、上協最
援め地げ力後
をて域まをに
宜参をす頂、
しり元。いこ
くま気今たの
おすに後皆イ
願のすも様ベ
いでる、にン
し、た福厚ト
ま変め祉くに
すわ、を御ご
。ら研元礼協
ぬ鑽気申賛

くがそがを
こらし始ル一
と、てまー昨
を今、りツ年
願後良、にか
っもい互、ら
て双意い谷は
お方味に山「
り共で連でよ
まに刺携もし
す発激し同だ
。展しな様」
し合がのの
ていら活活
いな、動動

致をまでた
し支せ続が今
てえんけ、回
おてでて正で
り頂し来直９
まいたら、回
すた。れ活目
。皆こる動の
様れと当開
のもは初催
お全思はと
陰てっ、な
と、てこり
感活もこま
謝動いまし

違初ボ
っ参ラ今
た加ン回
活のテは
気ブィ神
をーア村
感ス協学
じも力園
ま多をさ
しく頂ん
た、きか
。昨、ら
年ま多
とたく
は、の

る芽恵スか
こ生まタっあ
とえれ。たち
がてた過ねら
でい記去」こ
きま憶にとち
てしがこおら
安た無れ声か
堵がいほ掛ら
し、だどけ、
て無けま頂「
お事にでい晴
りに不天たれ
ま終安候フて
すえがにェ良
。

実
行
委
員
長
貴
島
正
浩

編
集
後
記

