鹿児島県霧島市国分中央三丁目16-3
業務用鮮魚卸専門 学校給食 病院給食

有限会社

森永隼人ミルクセンター

松元鮮魚

代表取締役 松 元 泰 之
TEL(0995)45-0023 FＡＸ(0995)46-7622
広いフロアに舞台あり! みんなで歌って飲んで楽しめるお店!!

（森永乳業の牛乳及び乳製品の宅配と販売）
霧島市隼人町真孝1112-14
TEL/FAX 0995-42-7155

〒899-4332 霧島市国分中央一丁目25-17

みらい薬局本店
代

表

島本恵一

TEL 0995-73-3882 FAX 0995-73-3856
証明写真・宮参り・七五三・成人式・ご婚礼
ご長寿の記念日にも、どこよりも美しく撮影

カラオケスタジオ ONE

鹿児島トヨタ自動車(株)
遊輪館春日

〒899-4332 霧島市国分中央3丁目7-24 2階
TEL : 0995-47-7775

〒892-0804 鹿児島市春日町13-9
TEL 099-247-7168 FAX 099-247-7152

お問合せ 0995-45-0331 霧島市国分中央5丁目

とことん応援！ 快適ライフ

株式会社エスワイ

リハビリ型デイサービス

（有）谷

口不動産

よしはら整骨院
0995-73-5145
代表取締役 谷口 諭
福祉介護用品アスター
0995-73-5108
霧島市国分清水一丁目14番17号（運動公園入口）
TEL 0995-45-4569 FAX 0995-45-4559

鹿児島県霧島市国分府中町14-8

霧島市国分新町1212

株式会社 ユニティ ～結ばれるこころ～

パティスリィー ルセット

リハケアガーデン国分
リハケアガーデン ネクスト

お誕生日ケーキや食品アレルギー対応します。
TEL（0995）73-3278

アゴ肉・惣菜・お弁当 予約 承ります。

フォトスタジオしげる
（山形屋より南に200m）

代表者 内 田 憲 一
霧島市隼人町神宮1-13-25 TEL (0995)42-0360

リハテラス国分

岩切農園 梨

霧島市国分新町1丁目29-42
TEL 0995-45-5600

溝辺上床公園近く（空港から5分）

〒899-4332
霧島市国分中央4-29-18

主催

秋祭り実行委員会
事務局：吉満福祉事業グループ
介護付有料老人ホーム 今日館

ささき歯科医院
佐々木

２時間飲み放題付き 女子会コース3,000円
２時間飲み放題付き 男子会コース3,500円
女子会＆男子会コースを『9名様以上』でお電
話にてお申し込みのお客さまに限り『幹事さ
ん1人分の料金を無料』にさせて頂きます！
お電話にてお申し込みの際に必ず『幹事さん
応援キャンペーで！』とお伝えください。

ゼウシオンX液
全国総括代理店

九死に一生
私の命を救ってくれた

代表 米森 由一（ヨネちゃん）
〒899-4341 霧島市国分名波町15
名波ハイタウン1-101
TEL 090-8831-8181
代理店 久保弘明
TEL 090-2501-3271

― 胃腸内科・肛門外科・内科・外科 ―

みはらクリニック

地域支援型福祉施設日和館（霧島市隼人町住吉186番地1）隣

勝ち残り ３名様に
図書カード（千円分）プレゼント!!
参加ご希望の方は、14：15 までに会場へお越しください。
建設業を母体とする福祉用具事業所
福祉用具レンタル・福祉用具販売・介護住宅改修専門店

～ITコンサルタント～

代表取締役 下園 大志
〒891-0101 鹿児島市五ヶ別府町2778番地3
Tel : 099-811-1096 mobile : 090-1169-1473
Mail : systemserviceshimozono.k@gmail.com

もつ鍋・やきとり・居酒屋

もつや 慧 ～Kei～
忘年会

抽選会

Life map Japan

建築・土木・設計・施工
信頼と技術で郷土の発展に奉仕する

牧園町高千穂3864
TEL 78-2205 FAX 78-3302

オッペン化粧品 隼人 エステサロン
ローズオーナー 泊 實子

国分中央1-3-42 JR九州国分ビル2F（国分駅すぐ）

せせらぎの里
〒899-4463 霧島市国分下井1794番地1
Tel.0995-48-7555 Fax.0995-48-7553

きりしま法律事務所

末吉隆之

鹿児島県弁護士会所属 登録番号40209

電話（０９９５）５５－５７１１

路地裏カフェ

“かぎりない技術力に挑戦し
2 1 世 紀 都 市 造 り に 貢 献 す る“

総合建設業

安田建設工業株式会社
本 社 霧島市国分清水三丁目26番5号
T E L 0995-45-7778（代）
F A X 0995-45-3090

株式会社 堀之内建設

弁護士

０９９５－４５－３１８３

鹿児島県知事許可（特）第6576号
ISO 9001・ISO 14001 認証取得

〒899-4316 霧島市国分上小川1572-4
TEL.0995-45-5522 FAX.0995-45-4749

住宅型有料老人ホーム

TEL 0995-48-8484 FAX 0995-48-8488

豪華景品

（フリーダイヤル）0120-255-485

LifeCare まごころ

〒899-4322 霧島市国分福島3丁目40番15号

代表取締役 佐 々 木 量 由

３万円分 旅行券

車いす・介護用ベッド1日からレンタルできます！
お問い合せ直通電話（0995）78-2811

霧島市国分中央1-25-15 TEL 0995-46-8202

二矢メディカル フタヤ薬局 国分店

S.S.S-K

地域と共に41周年

【後援】霧島市 霧島市教育委員会

霧島市隼人町内1681-27
TEL/FAX 0995-42-1988

有限会社

株式
会社

霧島市国分中央3丁目15-7

鹿児島県霧島市国分中央3-28-21

050-3373-3393

霧島市国分敷根165番地
TEL 0995-73-6337 / FAX 0995-55-5566

大・中・小ご宴会うけたまわります。

TEL 0995-45-1100
FAX 0995-45-1108

幹事さん応援キャンペーン！

霧島国分営業所

新年会

修

伊太利庵 おきどき

岩田産業株式會社

ストアー うちだ

（株）中迫興業

鹿児島商会

霧島市国分中央3-46-37
TEL:0995-46-2798/FAX:0995-45-2258

一般廃棄物

ゴミ収集

粗大ゴミ収集

ローソン国分広瀬店

鹿児島県霧島市溝辺町麓2412-1

霧島市国分広瀬2丁目5番38号
TEL.（０９９５）４５-０９５５

〒899-6404 Tel：0995-58-3169

● アルバイト募集中!! ●

天国葬祭

「あん人らしか、お葬式」
セレモニー国分天国会館 日当山ミソラホール
〒899-4322 霧島市国分福島3-1-20
TEL 0995-46-0444

ニチイケアセンター鹿児島
〒892-0847 鹿児島市西千石町1-32
鹿児島西千石町ビル4F
TEL 099-227-9778 FAX 099-226-4064

麺屋トラノコ
霧島市国分福島3-6-6
TEL 0995-47-6659

株 式
会 社

カクイックスグループ

（株）カクイックス
：鹿児島市谷山港2-1-2 TEL 099-261-4111
（株）カクイックスウィング
：鹿児島市谷山港1-2-7 TEL 099-261-4114

73426

Family Mart

国分広瀬店

〒899-4321 霧島市国分広瀬一丁目21番25号
TEL 0995-48-5528

霧島市隼人町内字中原2265番7
株式会社

総合仕出し店 松崎屋

アサヒマットリース

心と心をつなぎ、やさしさにあふれた病院をめざして

霧島市国分広瀬4丁目21-1
代表取締役 松崎 和人
０９９５-４５-０３１８

鹿児島市牟礼岡1丁目27-1

ハートフル隼人病院

静環検査センター九州支店

TEL 0995-43-8501

霧島マリンバ薬局
霧島市国分野口東9番37号

Mｓコーポレーション株式会社
宮原水産
〒892-0803 鹿児島市祇園之洲町25-1A
TEL.FAX：０９９－２４７－３１０８

TEL 0995-73-7970 FAX 0995-73-7976

医療法人

TEL 099-294-8531
携帯 090-1192-5965（上野正實）

霧島市隼人町住吉100番地

鹿児島市錦江町6番1号

TEL:0995-42-0560 / FAX:0995-42-0561

株式
会社

西原商会九州

始めて来院される方は、受付時間が下記のようになっています。

鹿児島支店

月～土 午前 9:00～11:00 火・金 午後14:00～16:00
※急な代診や休診となることがございますので、
ご理解・ご協力をお願い致します。

TEL 099-219-3737

医療機器・介護用品の販売

三輪クリニック 秋まつり 特別企画
電動ベッドや車椅子などの福祉用具の使い方を学び、
操作を体験して頂きます。（相談も受け付けます）

ユーミーコーポレーション 株式会社
〒890-0008 鹿児島市伊敷1-6-3
TEL:099-218-3450 FAX:099-220-6159

脳トレーニング＆認知症予防に役立つコーナー。
楽しく遊びながら脳活性を体験して頂きます。

鹿児島市甲突町25-18

株式会社

たびら

代表取締役 田 平 幹 雄
TEL 099-225-6811 FAX 099-222-0164

フランクフルト、ポップコーン、焼き鳥、唐揚げ、
ジュース、アイスクリーム、生ビール、お菓子、
お洒落な雑貨やプリザーブドフラワーの販売、
ストラックアウトやボンボン釣りコーナー など

ご自分のため、ご家族のために知っておきたい「人生
のエンディング」を迎える準備について学びます。

復興支援!! 「チャリティバザー」
各地で発生した災害の復興支援をテーマに「チャリティ
バザー」を開催します。尚、出品される商品には値札が
付いておりません。お客様にお買い求め頂いた金額が商
品のお値段で、売上は全て寄付します。
都合により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。

（医）誠井会 井料デイサービスセンター

陸上自衛隊
国分駐屯地

☆ 金管バンド演奏（天降川小学校）

ファミリーマートさん
介護付有料老人ホーム
今日館

スピード対応とまごころサービス

福祉用具レンタル・販売・住宅改修
地域支援型福祉施設 日和館
（隼人町住吉186番地1）

有限会社 南州メディカル 隼人店
〒899-5106 霧島市隼人町内山田2-17-2
TEL:0995-64-2306 / FAX:0995-64-2308

（株）Misumi
Dr．Drive セルフ国分店
水,土,日,祝 Tポイント５倍！

アルバイト募集中

☆ キッズ★ダンス（放課後児童クラブ）

A5ランクの黒毛和牛ステーキ

ステーキハウス freesia

～フリージア～

霧島市国分中央3丁目13-15
tel 0995-47-2460 定休日・日曜日
クロワッサン・デニッシュ いち押し!!

ベーカリーショップ

Pi ka ru

～ピカル～

霧島市国分中央3丁目13-15 不定休

会場

ハートフル隼人病院さん

地図

☆ 図書カードがもらえる

都
城
方
面

国
道
10
号
線 姶
良
方
面

セブンイレブンさん

☆
会場駐車場の駐車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、会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。予めご了承ください。

☆ 新川長寿会「舞踊＆歌謡」
☆ エイサー太鼓

お問い合せ先：介護付有料老人ホーム 日和館
TEL：0995-73-6622 担当：阿比留（あびる）

０９９５-６４-０５５３
絶品

ぶり・うなぎ 養殖

株式会社

久保水産

セ ブ ン‐イ レ ブ ン

国分ｼﾋﾞｯｸｾﾝﾀｰ前店
隼人見次店

国分ｼﾋﾞｯｸｾﾝﾀｰ前店 〒899-4332 霧島市国分中央3丁目38-26
電 話 0995（46）3211
隼

人

見

次 店 〒899-5117 霧島市隼人見次1217番地1
電 話 0995（42）2220

祝!! 秋まつり ～益々のご発展を祈念申し上げます～

国分隼人自動車学校
〒899-5102 霧島市隼人真孝123
フリーダイヤル ０１２０-４２-０６１１

訪問マッサージ クローバー

“ほっ”としていただける、そんなところを目指します。

霧島市国分広瀬二丁目28-8 電話 0995-49-8467

〒899-4304 霧島市国分清水1-14-17
http://mitsui-medix.co.jp/
TEL 0995-73-7611 FAX 0995-73-7612

皆様のご支援とご協力をお願いします!!

高齢者向け住宅・有料老人ホームをお探しなら

ウチシルベ 鹿児島

福祉用具レンタル・住宅改修

（有）三井・メディックス 国分営業所

〒899-4322

霧島市国分福島三丁目40番18号
TEL（0995）73-3138
FAX（0995）73-3139

敬躍会

医療法人 松城会

ハタシマ理容 国分店

隼人温泉病院

≪カット1,000～≫
鹿児島県霧島市国分中央3丁目5-1
TEL 0995-46-4686

霧島市隼人町姫路一丁目264-2

ハタシマ理容 国分清水店

TEL:0995-42-2151
FAX:0995-42-1428

鹿児島県霧島市国分新町976-1
TEL 0995-47-3650
代表取締役

内山 勝倫

都市ガス供給・プロパンガス供給
～でんき販売はじめました～

国分隼人ガス株式会社
霧島市隼人町真孝499番地

0995（43）6543

霧島市隼人町内1843-9
TEL 0995-73-3996
一般歯科 小児歯科 矯正歯科 訪問歯科
～ ご自宅・施設に訪問いたします ～

かわひら歯科
クリニック
霧島市隼人町姫路1089-1
ＴＥＬ ０９９５－４２－８８５６
医療法人 健康会

霧島記念病院

霧島市国分福島1丁目5番19号
TEL.0995-47-3100 FAX.0995-47-3319

福祉の葬送支援

いっそう

一想
ぬくもり

市民葬祭 家族葬
NPO法人

本 社 ( 株 ) 一 想 〒899-4351
ホ ー ル 新 町 〒899-4351
ホ ー ル 中 央 〒899-4332

霧島市国分新町1163-4
霧島市国分新町1163-4
霧島市国分中央4丁目3-5

TEL 0995-45-4445

