
【後援】 鹿児島県 いちき串木野市 鹿児島県社会福祉士会 鹿児島県介護福祉士会 介護労働安定センター 
 

認知症の人と家族の会鹿児島県支部 ＮＨＫ鹿児島放送局 一般社団法人鹿児島県鍼灸師会 
 

鹿児島県作業療法士会 ＦＭさつませんだい（順不同） 

平成29年度 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉振興助成事業（WAM助成）介護者支援「オレンジ・テラス」事業 

デイサービス至誠舎くしきの 
 

いちき串木野市緑町70番 
 

TEL ０９９６-２９-４８６６ 
 

Mail：shiseisyaday@ybb.ne.jp 

スタンプラリーには相応の時間が掛かりますので、早目のご来場をお願いします。 

スタンプラリーの実施方法につきましては、当日、本部でご説明差し上げます!! 

認知症で人生終わりになんて、僕がさせない。 

けあにん？ ケアする人間。介護福祉士っていうと堅苦しいじゃん。 
 

介護、看護、医療、リハビリなど、「ケア」に関わり、自らの仕事に誇りと愛情、情熱を持って働いている全ての人に。 

雨天決行 
 

荒天中止 

ゆりかごからお葬式・お墓までの安心 
乳幼児期から老年期まで、地域の中で安心して暮らせる 

地域生活援助システムづくりをめざして 

 社会福祉法人 麦の芽福祉会 
 

TEL 099-244-8201 FAX 099-244-8370 

競争の時代から協同の時代へ 
 

「協同の組織“むぎのめ”」 
 

TEL 099-244-7326 FAX 099-244-8370 

株式会社 ハーモニー 
 

地域密着通所介護 デイサービス音いろ 
 

いちき串木野市川上44-4 
 

Tel 0996-36-4554 Fax 0996-36-4554 

カフェさくら 
 

いちき串木野市上名2692-1 
 

ＴＥＬ ０９９６-２９-５７１２ 
 

１１：３０～１５：３０ 日曜：休 

Cafe ONE LOVE 
Open 10:00 ～ Ciose 18:00（定休日 不定休） 

Lunch 11:30 ～ 14:00 
Address いちき串木野市湊町2649-1 
Phone 080-8356-6824（店内） 

就労継続支援B型事業所 

株式会社アイテラス 
〒895-1203 薩摩川内市樋脇町市比野865 

代表取締役 濵 田 純 一 
電話 ０９９6-２１-００７７ 

女性と子どものヘルスケアをサポート 
 

鹿児島女性療法士会 
 

https://ptotst-women-madonna.jimdo.com/ 
 

Facebook・ブログ更新中 

神村学園専修学校 
 

理学療法学科・看護学科・作業療法学科・こども学科 
 

いちき串木野市別府4460 TEL 0996-21-2070 

～ 福祉・介護用具の専門店 ～ 
 

有限会社 よしとく福祉 
 

吉野町3221-5 ☎ 099-248-8823 

女性をみるための技術支援・教育団体 

Lionk（リンク） 
 

https://lionk2016ww.jimdo.com 

Facebook・ブログ更新中 

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 

就労継続支援B型事業所 みんね 
薩摩川内市西向田町7番26号 

TEL ０９９６-２９-３２４０ 

来てみんね、語ってみんね、働いてみんね、 
笑顔を咲かせてみんね 

(株)南日本情報処理センター 
医療福祉本部 

 

評価が見える、課題が見える、目標が見える!! 
 

～人材を人財に育成する仕組みづくりを支援します～ 
 

福祉施設専用“人事考課制度”運用支援ソフト 
 

マネジメント支援ソフト『チャンス』 
 

TEL:099-269-9720 / FAX:099-269-9719 

感染対策のことなら… 
 

(有) 鹿児島ケミカル商会 
 

TEL 099-267-1996 / FAX 099-266-0649 

株式会社 中礼義肢製作所 
 

鹿児島市加治屋町11-3 
 

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

※痛くない鍼・熱くない灸・気持ちよいマッサージ 

杏 林 堂 鍼 灸 治 療 院 
 

いちき串木野市桜町67番地 
 

TEL ０９０-４５１５-７３６２ 

主催：NPO法人オレンジハート 「オレンジハート・プロジェクトチーム」 

（いちき串木野市湊町1-102） 

じゃんけん大会 
開始５分前までに会場へ 

お越しください。 

任天堂３ＤＳ最新ゲームソフト など 豪華景品 が当たる!! 

同日同会場で開催!! チケット代：1,000円 

安心・安全・便利なお水 
 

無料お試し実施中（12ℓボトル1本） 
 

クリクラ共栄 
 

鹿児島市宇宿2丁目4-1 
 

０１２０-７２-０４３２ 

福祉用具のレンタル・販売、住宅改修施工、介護に関する相談窓口 
 

  カクイックスウィング 
 

 営 業 本 部 TEL 099-261-4114  FAX 261-4800 
 川内営業所 TEL 0996-21-1513  FAX 21-1514 

株 式 
会 社 

★スタンプラリー参加者で鑑賞ご希望の方には【１００円割引券】を差し上げます!!（当日、本部にお申し出下さい） 

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 

「オレンジテラス」に出品中!! 
 

シフォンケーキのお店 
 

ともちゃん 
 

鹿児島市吉野町9352-1 
 

TEL 099-294-0600 / Facebook ともちゃん 

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 

 

オレンジテラスにパンフレットが置いてあります!! 

NPO法人ケアリハそうぞう 
 

各種研修会セミナー等を開催 
 

E-mail  carerehasouzou@gmail.com 

一緒に身体にやさしいケアをしませんか？ 
 

なちゅは鹿児島 
 

E-mail  natyuha.kagoshima@gmail.com 

【オレンジテラス☆ワークショップのご案内】 
 

魔法の筆文字 感字感写師 チャック 

「筆文字アート」教室 
 

自分の想いを書き起こし、現在の自分に気付く 

「マンダラエンディングノート」教室 
 

会場：常設型オレンジテラス 
 

お問い合せ先：099-298-9729 



この活動は、ご支援ご協賛を頂いた皆様、
イベントの運営にボランティア協力を頂
く皆様の善意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。 

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。 

☆ 認知症介護相談＆高齢者向け施設入居相談コーナー 

☆ 小学生以下限定!!「ポップコーン袋詰め体験」 

☆ リラクゼーション「ハンド＆ヘッドマッサージ体験」 

☆ ワークショップ「ベネチアンガラス制作体験」 

☆ 認知症改善プログラム「心身機能活性運動療法体験」 

☆ 気軽に聞ける「福祉用具展示＆相談会」 

☆ 中高年必見!!「更年期予防エクササイズ」  

☆ 体、リフレッシュ!!「鍼灸体験」 

☆ 補聴器の無料相談!!「聴こえの相談会」 

☆ 先着50名様限定ワークショップ!!「“プリザーブドフラワー”プチ ♡ アレンジメント体験教室」 

☆ 靴選びのポイント教えます!!「足の健康相談」 

☆ カレー、恵方巻、唐揚げ、うどん、焼き芋、パン、クッキー、味噌、ジャム、ポップコーン etc 販売 

☆ 知って得する!!「感染症予防教室＆相談」 

☆ 楽しく遊んで認知症予防!!「脳若トレーニング体験」 

☆ ハンドメイドアイテム、さをり織りアイテム、野菜、苗物、レザーアイテム、筆文字アート etc 販売 

☆ モチベーションアップ!!「開運カラーセラピー」 

「オレンジハート・プロジェクトチーム」 
 

 デイサービス至誠舎くしきの 就労継続支援事業所 若あゆ ＮＰＯ法人なちゅは 
 

 カクイックスウィング 鹿児島ケミカル商会 放課後等デイサービスあいの葉 
 

 社会福祉法人寿康会 特別養護老人ホーム寿康園 ＮＰＯ法人まごころサービス吉田の里 
 

 杏林堂鍼灸治療院 柿内鍼灸療院 訪問介護まごのて伊敷＆アドナース下荒田 
 

 ＮＰＯ法人地域ケア交流会 福祉フェスタinよしだ＆たにやま＆はらら実行委員会 
 

 七福神グループ 社会福祉法人天祐会＆ＮＰＯ法人オレンジハート（順不同） 
 

 活動に関するお問い合せ先：企画運営担当 オレンジハート・プロジェクト事務局 
 

 ＮＰＯ法人オレンジハート 常設型オレンジテラス（鹿児島市易居町4-15） 
 

 TEL：099-298-9729  担当：鶴田 （平日10時～17時） 

八
房
川 

国道３号線 

いちき串木野市 
市来庁舎 

ジョイ 
フル 

吹上浜荘 

八房川 会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。 

会場マップ 

アクア 
ホール 

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。 

濵田 
酒造 

市来 
保育園 

ミニ四駆づくり＆レース 
「ミニ四駆づくり」は商品が無くなり次第終了となります。 ～ 親子ふれあい特別企画 ～ 

楽しく遊んで認知症予防!!  常設型オレンジテラスで 
 

脳若トレーニング開催中!! 
 

家事サービス・介護タクシー・脳若トレーニング 
 

特定非営利活動法人 
 

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 

補聴器のメンテナンス法を教えます!! 
無料聴力測定、承ります。 

 

「聞こえの相談会」開催中 
 

会場：常設型オレンジテラス 
 

ヒヤリングタイム 
 

鹿児島市下伊敷3-28-26 
099-229-7488 携帯090-4588-2295 

連携!!地域でつくる福祉、健康、ふれあいのまち事業 
 

福祉フェスタinよしだ＆たにやま＆はらら 
 

実行委員会  Member’s 
 

運営コーディネート：NPO法人地域ケア交流会 

毎週木曜日、オレンジテラスで 
高齢者入居施設相談会開催中!! 

 

介護家族の負担軽減・施設情報公開活動 
 

特定非営利活動法人 くらしと介護 
 

事務局：鹿児島市魚見町147番地2 
 

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

毎週火曜日、常設型オレンジテラスで 
介護サービスに関する相談会開催中!! 

 

居宅介護支援事業所 / 訪問介護 
 

ま ご の て 伊 敷 
 

事務局：鹿児島市下伊敷3丁目24-16 
 

TEL:099-248-7920 / FAX:099-248-7921 

靴選びのポイント教えます!! 
 

「足の健康相談会」開催中 
 

会場：常設型オレンジテラス 
 

歩行改善士がいる足と靴と歩行の専門店 
 

えこる鹿児島吉田店 
 

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

♪ 音楽を通じて豊かで健やかな ♪ 
心と体をつくります 

 

どるちぇMUSIC 
 

 どるちぇMUSICではリトミック教授法を応用した 
 独自メソッドの研究、普及、提供を行っています。 

 

http://dolcemusic-kagoshima.com/ 
 

オレンジテラスで講座開催中!! 

贈呈用のプリザーブドフラワーや 
オリジナルレザーアイテムの 

「オーダーメイド」を承っております。 
 

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 チャオ(生活訓練) 
 

鹿児島市鷹師2丁目5-2 
TEL 099-202-0729 

施設見学・入居相談 
随時承っております!! 

 

いこいの駅 

オアシス吉野 
 

デイサービス（住宅型有料老人ホーム） 
 

鹿児島市吉野町8614番地 
 

TEL0120-48-7205 FAX099-248-7206 

 A TELIER V 
 

一級建築士事務所 
 

株式会社 武元順壱アトリエサンク 
 

     〒892-0871 
 

     鹿児島市吉野町3573番地120 
 

     TEL：０９９-２４８-８８５５ 
 

     FAX：０９９-２４８-８８０１ 
 

     http://tj-cinq.jp 

鹿児島市武三丁目20番11号 
 

本田電設株式会社 
 

電話(099)２５３-３２３３ 
 

FAX(099)２５３-３８２６ 

社会福祉法人 天祐会 

特別養護老人ホーム 七福神 
http://www.729729.jp 

鹿児島市西伊敷3丁目14-3  TEL 099-295-0729 

第一建設 株式会社 
 

鹿児島市玉里団地三丁目23番12号 
 

ＴＥＬ ０９９-２２０-３１５１ 
 

ＦＡＸ ０９９-２２９-３８１６ 

 新築からリフォームまで 
 生活シーンを彩る快適空間のご提案。 

 

Panasonic 空調給排水衛生設備設計施工 
 

パナソニック ES建設エンジニアリング株式会社 
建設・エネルギー西日本事業推進部 

西日本営業部 南九州営業所 
 

〒890-0072 鹿児島市新栄町18番2号 
 

TEL(099)257-2948 FAX(099)252-2799 

社会福祉法人 寿  康  会 
 

特別養護老人ホーム 寿康園 
 

鹿児島市本名町234 TEL 294-2510 

社会福祉法人 寿  康  会 
 

ケアハウス 大原の里 
 

鹿児島市本名町234 TEL 294-2510 

ＮPＯ法人 ウェルフェア  

放課後等デイサービス あいの葉 
 

鹿児島市玉里団地1丁目6番14号 
 

TEL:099-813-7555  / FAX:099-813-7557 


