繋がる、広がる、地域の輪、福祉の輪

in

【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
鹿児島県社会福祉協議会 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
鹿児島市薬剤師会 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 介護支援専門員協会鹿児島
鹿児島県社協老人福祉施設協議会 鹿児島県老人保健施設協会
鹿児島市老人福祉施設協議会 認知症の人と家族の会鹿児島県支部
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
日本福祉用具供給協会鹿児島県ブロック ＫＹＴ鹿児島読売テレビ
ＫＴＳ鹿児島テレビ ＭＢＣ南日本放送 ＫＫＢ鹿児島放送局
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」
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
かごしま市商工会吉田支所 あいらビューＦＭ
（順不同）

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

事務局 グループホーム吉田さくらの里
グループホームさくらのお家よしだ
医療法人 碩済会
社会福祉法人 寿康会
企画運営担当：住宅型有料老人ホーム オアシス吉野
TEL：099-248-7205 担当：山下/永田
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鹿児島県姶良市平松7433-5

姶良衛生有限会社
TEL（０９９５）６５-２３８３
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)

ＴＥＬ．０９９-２４４-３０００

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
TEL 243-9995

吉野中央歯科クリニック
吉野眼科内に今春OPENしました。
お子様からご高齢の方までお気軽にご相談ください。

みつどめ歯科
TEL(099)294-1188
FAX(099)294-1189

TEL.244-5311 大明丘交差点近く

TEL 201-5453 大明丘交差点近く

社会福祉法人 太陽会

一般社団法人

特定施設入居者生活介護事業

えにしの会

ケアハウス 優和の里

しょうぶ学園

鹿児島市吉野町5066番地
TEL 099-243-6639

FAX 099-243-7415

〒890-0073

鹿児島市宇宿3-28-17

TEL:099-803-2663

FAX:099-214-5857
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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

吉野眼科 吉野コンタクト いぢちこどもクリニック

通所リハビリテーション事業所 デイ・ケアうえやま

障害者支援センター
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ｉ回
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鹿児島市吉野町10710-268
TEL 099-243-0565

FAX 099-243-0625

鹿児島市吉野一丁目43番14号
TEL 099-246-3400
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
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福祉用具レンタル・販売・住宅改修・医療機器

鹿児島医療生活協同組合

Q C C 鹿 児 島 吉野生協クリニック
〒892-0877 鹿児島市吉野一丁目12番23号
TEL 099-295-3512

FAX 099-295-3516

(株)コスモ建設運輸
代表取締役

榎園洋文

鹿児島市宮之浦町936-5
TEL 099-294-2061

グループホーム上祓川
鹿児島県鹿屋市上祓川町8469-1
TEL:0994(40)5130

FAX:0994(40)5131

内科、小児科、腎臓内科、デイケアよしの
TEL:099-244-2871/FAX:099-243-4046

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

グループホーム新川
鹿児島県鹿屋市新川町5385-1
TEL:0994(40)5750

FAX:0994(40)5751
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福祉用具販売・レンタル

有限会社 平成メディカル

鹿児島市本名町1141-2 TEL 099-294-3174

鹿児島市宮之浦町1424-1
TEL:099-293-7688

イベント音響設営

ほんじょう建設株式会社

株式会社ライクアール

代表取締役 船脇 須奈夫
〒891-1302 鹿児島市東佐多町1934
TEL(099)245-5170
FAX(099)245-5172

TEL:0995-66-4876
FAX:0995-66-4879
有限会社 カミヤ・メディックス

医療機器・介護用品の販売 福祉用具レンタル・住宅改修

おうじ薬局

有限会社 三井・メディックス

鹿児島県鹿屋市王子町3980-3
TEL:0994(42)7613

FAX:0994(42)7614

〒891-0122

鹿児島市南栄5丁目10-4

TEL 099-813-8083

FAX 099-813-8093

ジャンべ 演奏（麦の芽福祉会）

内科

リハビリテーション科

福祉生活共同組合むぎのめ

ひとむぎ診療所
〒892-0877

鹿児島市吉野一丁目40番26号
吉野温泉駐車場横

電話 099-210-7260

Redy Luck の妹分 ミニLUCK ダンス!!

内科・放射線科（ＣＴ検査）
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
めざして…共に、働きませんか…
ボランティアも募集中！
社会福祉法人

鹿児島市川上町680-3

TEL 244-8201

かきぞの薬局 吉野店

社会福祉法人 東西福祉会

株式会社 K-pharmacy

吉田保育園

〒892-0871

鹿児島市吉野町719-14

TEL 099-295-7319

FAX 099-295-7320

株式会社

麦の芽福祉会

FAX 099-210-7268

訪問診療・短時間通所リハ・訪問リハも行っています

鹿児島市伊敷五丁目14番15号

TEL 099-295-2603

FAX 099-295-1405

宮下工務店 株式会社 日本リース

代表取締役

宮ノ下 淳

〒892-0805 鹿児島市大竜町7番32号

南州

新牧医院
TEL 099-243-0178

税
理
士
社会保険労務士

事務所

TEL(099)248-4820(代)
FAX(099)248-4821

－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

株式会社

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

ル
器
売
売

牛一

代表取締役 肥後 貴史
〒892-0836

鹿児島市錦江町8-33

TEL 099-223-0291 FAX 099-225-4876
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FESTAメンバーズ企画 長縄跳びチャレンジ!!

宴会芸① 伝説のフレディ・メタボリー ステージ!!

宴会芸② 会場内の「T」を探そう!! “TT兄弟”

宴会芸② 会場内の「T」がステージに大集合!!

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

おおにし産婦人科
〒892-0875 鹿児島市川上町2805-1

鹿児島県姶良市平松4730番地

医療法人

尾田内科胃腸科

理事長 尾 田 一 郎
〒899-5652

TEL (0995)65-7511

TEL:295-5911
医療法人

介護老人福祉施設・デイサービスセンター

ケアガーデンてらやま

TEL(099)246-3210

鹿児島市吉野町10877-18
TEL 099-295-5005

大明整骨院 大明鍼灸院

認知症対応型共同生活介護

大明丘2丁目15番6号
（大明丘中央交差点角）

グループホームてらやま

電話 099-244-8411

さくら眼科

〒892-0871 鹿児島市吉野町6581番地2
TEL 099-243-8811

FAX 099-243-8666

整形外科

白内障手術
緑内障
糖尿病網膜症
コンタクト処方箋

春和会

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
社会福祉法人 陽明会

吉野台クリニック 介護老人福祉施設 下田苑

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

（株）南日本銀行

花棚支店

〒892-0877 鹿児島市吉野2丁目29番20号
TEL 099-243-5001

FAX 099-243-2800

デイサービスセンター たんぽぽ
鹿児島市下田町353番地 TEL 099-294-0233

社会福祉法人

陽明会

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
居宅介護支援事業所 下田苑
鹿児島市坂元町1087-1 TEL 099-210-7435

第2回「スタちゃん杯」チャンピオン!!

「よしだ」オリジナル 親子ふれあい企画
ガンプラ制作＆ジオラマ記念撮影
ミニ四駆制作＆タイムトライアル

いつの間にか「よしだ」の名物企画？？？“ミニ四駆”制作＆タイムトライアル

徐々にマニアックさが増してきている？？？“ガンプラ”制作＆ジオラマ記念撮影

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

有限会社 ティーエム企画

とまと薬局 蒲生店
〒899-5302 鹿児島県姶良市蒲生町上久徳2560
TEL(0995)54-3020 FAX(0995)54-3022

障害福祉サービス事業所(生活介護)

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

(株)太陽化学

(株)太陽化学
TEL:099-278-1783

南国殖産株式会社

医療法人梅津整形外科医院

カーライフ事業部
オートリース・保険課
〒890-0053 鹿児島市中央町18番地1

〒892-0877 鹿児島市吉野二丁目14番15号
ＴＥＬ ０９９－２４４－６３００

TEL(099)250-5230 FAX(099)257-7714

緑陽の会 緑ヶ丘グループ

緑ヶ丘クリニック

鹿児島市西佐多町4627番地1

事務局：鹿児島市緑ヶ丘町6番8号

FAX 099-295-1182

優良産廃処理業者認定

TEL:099-278-1783 鹿児島市石谷町106-2

こひつじ園
TEL 099-295-1900

産業廃棄物収集運搬処理業・資源のリサイクル

TEL 099-244-9333

FAX 099-244-9335

・通所リハビリテーション「デイケアいこい」
〒891-1301

鹿児島市西佐多町163-1

鹿児島市南栄3丁目26番

鹿児島酸素株式会社
電話 099-260-4102

吉野薬手堂鍼灸治療院
院長 吉村 直哉
ソフトウェア

西園歯科

株式会社 アンクス

院長 西園直幸
TEL(０９９)２９５-２４００

本社 鹿児島市鴨池新町14番15号

診療時間 午前9:00～午後6:30 日曜・祭日・水土午後休診

TEL:099-250-6622

FAX:099-250-6420

スタンプラリー抽選会

プレゼンテーターのスタちゃんも大活躍

豪華景品が当たる!! フェスタ恒例 スタンプラリー抽選会
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オープニング企画 じゃんけん大会

人材紹介・人材派遣・紹介予定派遣サービス

株式会社ツクイスタッフ
鹿児島市金生町7-8 鹿児島金生町ビル6階
TEL 099-219-9616

〒890-0013

FAX 099-219-9617

鹿児島市城山1丁目7-14

高田歯科医院

高 田 俊 彦

〒899-5652 鹿児島県姶良市平松4352-1

あいら整骨院
中島照国
TEL ０９９５-６５-５０６２
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

TEL:099-227-2224 / FAX:099-226-4758

鹿児島市吉野町6077-56 TEL 244-5588(代)

学校法人 久木田学園

内科・消化器内科

久木田学園看護専門学校

盛満医院

2020年4月より鹿児島中央駅徒歩圏内へ移転!

鹿児島市川上町3444-1
099-243-0581

鹿児島市本名町481番地の1 099-294-3364

学校法人 大丸学園

コマメにご用を承る

Mでんき住設
〒892-0875

鹿児島市川上町817-1
電話 099-248-9639
FAX 099-248-9649

よしだルンビニー幼稚園
鹿児島県鹿児島市東佐多町2157-1
TEL 099-295-2502

介護老人福祉施設

FAX 099-295-2502

ひだまりの里

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

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

楽しく遊んで、たくさん学べる
「学び」と「癒し」と「楽しみ」が満載!!
スタンプラリーブースの紹介
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エコバッグづくり＆血圧測定
（医療法人 緑心会）

歯科技工紹介
（鹿児島県歯科技工士会）

シナプソロジー体験
（寿康会デイサービスセンター）

ハズキルーペ＆サングラス展示・相談
（メガネの三城）

エアコンクリーニング教室
（ダスキンアイワ）

血管年齢測定
（千年メディカルタウン）

医療法人 緑心会

横山記念病院

（短期入所事業併設）

鹿児島市吉野町4826-1 TEL:099-244-0555

生活介護事業所 びーぼ

TEL:099-248-8338

短期入所 横山記念病院（病棟併設）
医療と福祉のまち クリニックと有料老人ホームが併設

一般社団法人

メガネ・補聴器・コンタクトレンズのご用命は

鹿児島県歯科技工士会

メガネの三城

鹿児島市照国町12-6 ザビエルコーポ601
TEL 099-219-3951 会長：竹之内泰己

〒892-0871

医療法人仁慈会

太田歯科グループ

千年メディカルタウン 太田歯科医院
鹿児島市千年2丁目11番14号（鹿児島北インター近く）

TEL:099-294-9188

FAX:099-294-9187

業務用厨房機器販売・メンテナンス

TEL:0120-814-828

訪問看護ステーション龍宮
デイサービスおたふく郡元

TEL:099-204-0363
TEL:099-297-4433

吉野店

鹿児島市吉野町1759

TEL(099)243-1666

FAX(099)295-8471

かごしま地域見守りネットワーク「みま～も・かごしま」
地域のつどい場「みま～もカフェ

かっちゃん邸郡元」

火・木・土 11:00～15:00

郡元1-16-50

TEL ２５１-２７６３

内科・外科・耳鼻咽頭科・リハビリテーション科 くらしの中にトレーニングを専門医師の管理するジム

キッチンワークス かわもと相良消化器内科
代表 浦郷 貴至

「運動型通所介護 now more(ナウモア)」

TEL:099-248-8470 / FAX:050-3730-1839

TEL:099-243-5500(代表)/099-221-0221(now more

リジュベKMS

DUSK ! N

「笑顔が好き、キレイが好き」

喜びのタネをまこう

フリーダイヤル ０１２０－４５０－７９０
エアコンクリーニングキャンペーン中！
鹿児島市城南町22-1 ダスキンアイワ

「信頼」でヘルスケア・病院給食を創る

東洋食品フードサービス
九州事業部 鹿児島支店

株式会社

鹿児島市真砂町86-10 TEL 099-296-8528

高齢者複合施設 むれがおか

・地域密着型通所介護・予防型通所介護サービス
・住宅型有料老人ホーム 16室
（かわもと相良消化器内科向い TEL 213-9195） ・居宅介護支援事業所
鹿児島市日常生活支援総合事業 now more 併設
TEL 099-246-0660 FAX 099-246-0663

心身機能活性運動療法体験
（社会福祉法人天祐会）

里親制度広報活動
（鹿児島県里親支援専門相談員）

雑貨、入浴剤販売
（就労継続支援センター らぽぉる）

陶芸創作品・手工芸品販売＆ワーク
（あさひが丘学園）

吉野兵六狂言紹介＆グッズ販売
（地域サポートよしのねぎぼうず）

陶芸作品制作体験
（旭福祉センター ）

パン＆焼き菓子販売＆マッサージ
（ふれあい・ささえあい）

レザーアイテム販売＆ワーク
（就労支援センター・七福神）

焼き菓子販売
（きずな学園）

雑貨販売＆福祉機器体験
（よしとく福祉）

雑貨＆メンタルヘルス書籍販売
（ラグーナ出版）

畳コースターづくり
（山下タタミ店）

2020年4月 紫原に

特別養護老人ホーム

シルクロード七福神

あさひが丘学園・あさひが丘 地域サポートよしのねぎぼうず

社会福祉法人 天祐会

【本部】鹿児島市西伊敷3-14-3
TEL：099-295-0729 / FAX：099-295-6729

鹿児島市吉野町2677-1

皆与志町2503 ☎ 238-4821 FAX 238-5737

TEL ２４３－３７７８ FAX ２１０－７６６３

オープン予定!!
七福神グループ

ひとひとが織り成すまちに
特定非営利活動法人

社会福祉法人 落穂会

社 会 福 祉 法 人

きずな学園
吉野町10793-1

吾 子 の 里

障害者支援施設

セカンドハウス きずな野

TEL 099-244-3220

鹿児島市下福元町8190-4 TEL 284-2188

知的障害・発達障害のご相談など、いつでもお受けしております。

社会福祉法人 愛真会

福祉作業所

三州原学園

きずな塾

鹿児島市吉野町10749-1 ☎099-243-0016

吉野町3152-171
TEL 099-243-2961

子育て支援喫茶

カフェテラス

オアシス

営業時間 AM 10:00
所在地 吉野町3152-150
～ PM 4:00
Tel 099-243-7003

児童デイサービス

きずな

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
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
tel：０９９-２４８-８８２３
畳製作一級技能士

山下タタミ店
代表 山下 秀秋

TEL 099-244-3220
FAX 099-244-3227 本名町1748-3

TEL/FAX 294-4311

お薬相談＆健康食品・化粧品紹介
（みなみの株式会社）

感染予防教室
（鹿児島ケミカル商会）

握力測定
（カーブス鹿児島吉野）

天吹・水鉄砲づくり
（韻天流 天吹塾）

缶バッジづくり＆手作り品販売
（ eワーカーズ）

認知症＆介護予防リハビリ体操・相談

インソール測定
（カクイックスウィング）

In Body 体験
（ツクイ鹿児島吉野・宇宿）

筆文字作品の制作＆販売
（魔法の筆文字）

唐揚げ販売＆ゲーム
（グループホーム吉田さくらの里）

ジャークチキン、ガパオライス販売
（ミチヨ食堂）

かき氷販売
（ファルマコム介護支援事業所）

みなみの薬局

かかりつけ薬剤師
訪問薬剤管理
健康相談

電話 099-225-0003
〒892-0854 鹿児島県鹿児島市長田町15-8

けだなの薬局

かかりつけ薬剤師
訪問薬剤管理
健康相談

電話 099-295-0400
〒892-0875 鹿児島市吉野二丁目30-12

はなのゆ薬局

かかりつけ薬剤師
訪問薬剤管理
健康相談

電話 099-243-4724
〒892-0877 鹿児島市吉野1丁目41-6

感染対策の事なら…

（吉田記念病院＆吉田ナーシングホーム）

カーブス鹿児島吉野

鹿児島ケミカル商会

〒892-0871 鹿児島市吉野1丁目12番23号

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

ＴＥＬ：０９９－２９５－３９３９

ツクイ鹿児島吉野（デイサービス）

吉田記念病院

鹿児島市吉野1-23-8 TEL 099-295-7160

ツクイ鹿児島宇宿（

医療法人 碩済会

吉田記念病院
TEL 099-294-2161

FAX 099-294-2167

介護老人保健施設

） 通所リハビリテーション 吉田ナーシングホーム

デイサービス
ケアプラン作成

鹿児島市宇宿8-13-22 TEL 099-275-9787

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

ファルマコム（株）
居宅介護支援事業所

ヘルパーステーション

居宅介護支援事業所

ゆうばえ

ケアプランセンター木蓮

TEL ０９９-２５８-１３１４

TEL 099-246-9666

FAX 099-246-9660

TEL 099-294-4561

FAX 099-294-4562

鹿児島市本名町472番地
TEL 099-246-9661

FAX 099-294-4562

パン・菓子販売
（旭福祉センター）

坦々麺販売
（かごしま地域健康支援工房）

フランクフルト販売
（かごしま市商工会青年部吉田支部）

おにぎり・焼き鳥・飲物販売
（ファミリーマート吉田宮之浦店）

コロッケ・手工芸品販売
（ウェルカムあざみ）

カレー、角煮丼販売
（インビクト）

うどん販売
（グループホーム敬史館）

唐揚げ＆ポテト＆フランクフルト販売
（天一）

うどん・唐揚げ・かき氷販売
（若あゆ作業所）

NPO法人 かごしま地域健康支援工房

FamilyMart

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！

吉田宮之浦店

【かごちけ】

〒891-1305 鹿児島県鹿児島市宮之浦町1502-11

本所：真砂本町29番7号 / 吉田：本名町1233番地6
TEL : 099-800-3745 / FAX : 099-294-1148

TEL 099-294-3490

グループホーム

敬 史 館
TEL 099-294-1717

FAX 099-294-1030

(有)共立アド・センター
TEL 099-293-7440

特定非営利活動法人
理事長

若あゆ作業所

安藤睦子

薩摩川内市永利町4107-10
TEL・FAX 0996-29-3333
TEL・FAX 0996-27-0222

(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

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
TEL 099-227-5342

FAX 099-227-5552

つなぎ合う手と手。つむぎ合う夢と夢。
特定非営利
活 動 法 人

障害者自立支援センター薊愛会

障がい者就労支援施設

ウェルカム あざみ

鹿児島市永吉1丁目34番11号：鹿児島市武岡5丁目22番1号

TEL 099-802-4795

FAX 099-802-4895

(有)マスミツ工務店
益満 茂樹
電話 099-294-2474

介護の大切さについて考えてみましょう

公益社団法人

鹿児島県老人保健施設協会
TEL：０９９-２０６-１０４７

思川建設株式会社
代表取締役

前田賢二

鹿児島市本城町2564
(代) 099-295-2116

脇田農園
代表 林 大史

ハンドトリートメント
（ ハッピータイム♪）

聴力測定・補聴器相談
（ヒヤリングタイム）

公益財団法人 大和証券福祉財団
ー 特別企画 ー

ヘッドマッサージ
（NYATA）

運営：七福神グループ N

足の健康相談
（えこる鹿児島吉田店）

フットケア
（こころ）
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マッサージ体験
（あすなろ在宅治療院）

歩行改善士がいる足と靴と歩行の専門店

はりきゅうマッサージ

住宅型有料老人ホーム

在宅療養支援診療所(訪問診療)・入院諾19床

まほろあいらデイサービスセンター・ケアプランセンター

内科・肝臓内科・消化器内科・呼吸器内科・循環器内科
放射線科・代謝内科・糖尿病内科
TEL 099-244-1500 FAX 099-244-8130 ﾀｲﾖｰ花棚店近く

えこる鹿児島吉田店 あすなろ在宅治療院 エスプリ鹿児島あいら
鹿児島市本名町1233-6 099-294-2730
http://ecol-kagoshima.com/

鹿児島市荒田1丁目33-7-202

TEL 090-5923-9000 URL http://asunaro890.com/

とても面倒見のよい葬儀社

大和葬儀社

心療内科・精神科

吉野病院

心の健康相談・物忘れの健康相談

TEL:0995-73-7812

有限会社

FAX:0995-73-7822

山口米店

代表取締役 山 口 和 敏

姶良市・霧島市・鹿児島市

タイヨー花棚店近く すき家うら 電話 243-0048

内科 循環器科

建築・土木工事の便利屋（設計・施工）

大重建築事務所

訪問美容

Raffino Hair

くぼた内科クリニック

もやってます!!

代表 二宮 真

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

ＴＥＬ ０９９-２５１-７５７５

内村川上内科
介護老人保健施設(ユニットケア対応施設)

ろうけん青空

〒899-5102 鹿児島県霧島市隼人町真孝2440-６ 入所70名、デイケア40名 パワーリハビリ機械完備
TEL 099-243-4330 FAX 099-243-5599
TEL:0995-43-1779 / FAX:0995-43-1789

〒890-0063 鹿児島市鴨池1丁目10-5

代表 大重広美
℡ 090-4355-1650

FAX 099-248-3430

在宅療養支援診療所(訪問診療)

吉野東ホームクリニック
内科・消化器内科
TEL 099-295-0555

FAX 099-295-0561

介
護
者
支
援

（訪問マッサージOFA療養サポートセンター）

マッサージ・鍼灸施術
（さつま訪問リハビリマッサージ）

どんぐりごまづくり
（鹿児島県立青少年研修センター）

岡田式浄化療法体験
（鹿児島療院）

自然農法野菜販売
（MOA自然農法文化事業団）

活花教室
（健康な人・まち・心をつくる会）

遺品整理相談
（レモンクォーツ）

ストレスチェック
（かごしまメンタルパートナー協会）

マッサージ体験

第25回 ボランティア活動助成

者支援“プラス”介護予防支援

NPO法人オレンジハート
来はにた当 の をジに
場専なめフ 武 受ハ活介
者門っ、ェ 道 けー動護
の家た心ス 館 実トを者
姿の様身タ に 施がさ支
も ア 子 の に 15 し 大 れ 援
見ド。リは ブ た和てと
受バまフ福 ー 特証い介
けイたレ祉 ス 設券る護
らに、ッ関 が コ福Ｎ予
れ耳相シ係 集 ー祉Ｐ防
まを談ュ者 い ナ財Ｏ支
し傾コのが ま ー団法援
たけー良多 し でか人を
。らナきく た 、らオテ
れー機集 。 会助レー
るで会う
場成ンマ

「
学
び
」
特と
別「
企癒
画し
「」
オと
レ「
ン交
ジ流
テ」
ラの
ス空
」間

訪問リハビリマッサージ

OFA療養サポートセンター

さつま訪問リハビリマッサージ
〒890-0021 鹿児島市小野3-24-2

(株)末永建設

TEL ０９９-２２９-４７６６

鹿児島市本名町6334-7
099-294-2528

いちいち気になるパン屋さん。

のんびりと穏やかな「とき」を！

ベーカリーチャタ

加治木産業株式会社

蒲生町上久徳2557 休 / 火曜日 第2・４金曜日

デイサービスセンターとき
住宅型有料老人ホームときのやど

TEL：０９９５-７０-１４４７

TEL ０９９-２９５-１５１１

〒891-1302 鹿児島市東佐多町1935-1
TEL：０９９-２９５-１２１０

医療法人 碩済会

医療法人 碩済会

フィオーレ第一病院

加治木記念病院

＜医療保険適用＞
鹿児島市広木2丁目5-1 TEL : 0120-675-777

黒酢の郷
〒899-4501

桷志田

霧島市福山町福山字大田311-2

TEL 0995-55-3231

FAX 0995-54-7115

姶良市加治木町本町307-1 TEL 0995-63-2158

鹿児島工場

TEL 0995-63-2275

FAX 0995-62-2331

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

水道・空調・浄化槽の工事会社

旭機工株式会社
鹿児島市和田二丁目33番12号
TEL （０９９）２６０-４５１１
FAX （０９９）２６０-４７４７

福祉フェスタinよしだ 活動の一コマ
多職種連携＆異業種連携で取り組んだ
「福祉フェスタinよしだ」を創った皆さん

介護相談・介護認定の申請代行・ケアプラン作成

ケアプランナー匠
鹿児島市吉野町3073-12
TEL 099-246-3371

(たくみ)

コアモール102

FAX 099-246-3372

（株）アリオス

アトム薬局

892-0871

吉野町10791-18

社会福祉法人 青鳥会
吉野学園 愛光園
吉田愛青園 あおいとり
ほほえみ パピー保育園
放課後等デイサービス

ぱぷりか

〒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。

令和元年6月1日オープンしました。
よろしくお願いします。

あなたのかかりつけ薬剤師にご指導下さい。

TEL 099-243-0141 / FAX 099-243-5198

人に、そして自然にやさしい
快適な環境づくり

鹿児島市平之町8番13号

南生建設株式会社
代表取締役
TEL 099-223-8388

川畑智洋
FAX 099-227-0620

社会保険労務士法人

HR Trust
〒892-0844 鹿児島市山之口町1番10号
鹿児島中央ビル11階
TEL 099-208-1077

FAX 099-208-1078

第12回開催おめでとうございます!!
福祉施設設計・監理・企画提案

(株)ＭＡ建築設計室
一級建築士 藤川 将勝

循環器内科・消化器内科

池之上クリニック
鹿児島市池之上町10-7
TEL 099-247-1855
FAX 099-247-1858

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。

TEL 099-243-6700

FAX 099-243-6752

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
TEL 099-243-6700

医療法人 寛容会
介護老人保健施設

さくらんぼ

TEL 099-244-8811

FAX 099-821-0025

FAX 099-814-8141

デイサービスセンター 森
児童発達支援＆放課後等デイサービス

カラフルよしの
鹿児島市吉野町3216-5
TEL 099-248-8375 / FAX 099-248-8376

TEL 099-295-8672

シニアフィットネス
TEL 099-244-9101

TEL 099-294-3400

FAX 099-294-4023

FAX 099-294-0258

グループホーム 癒しの森
TEL 099-295-7255

大田歯科医院

FAX 099-295-8673

フォレスト
FAX 099-295-8673

一般社団法人 全日本瓦工事業連盟

優良加盟店

新原瓦工業
鹿児島市西陵4-42-4
TEL 099-282-7684

FAX 099-282-2487

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
TEL 099-243-5111

FAX 099-243-5113

医療法人 きた眼科
鹿児島市草牟田町3-12
TEL：０９９-２２２-８２２２

よしの脳神経外科・消化器外科
ＭＲＩ・ＣＴ・胃カメラ
ＴＥＬ 099-298-9751
東京海上日動火災保険（株）
東京海上日動あんしん生命保険（株）代理店

有限会社 山ヶ城保険事務所
〒891-2125 鹿児島県垂水市旭町61番地5
TEL:0994-32-5228

FAX:0994-32-3521

～研修会のご案内～ 2019年度 日社済・社会福祉助成

居宅介護支援事業所

福祉事業所における若年性認知症
ケアを考えるシンポジウム

ケアプランセンター海風

日時：2019年9月7日（土）15:00 ～ 17:00
会場：かごしま県民交流センター 大研修室 第３
定員：100名（要予約）

参加費：500円

TEL 0995-73-5262

事務局：社会福祉法人天祐会 就労支援センター・七福神

TEL：０９９-２０２-０７２９ 担当：髙田/鶴田

天然かけ流し温泉・渓流釣りオープン

(有)渓 谷 苑

FAX 0995-73-5363

(株) 竹下工務店
代表取締役

お問い合わせ先：NPO法人オレンジハート

TEL 099-295-2044

姶良市加治木町木田1394-4

竹下洋司

鹿児島市西佐多町８４５-１
(代) ０９９-２９５-２８２８

ソニー生命保険株式会社
ファイナンシャルプランナー 垂脇 慶輔

FAX 099-295-1266

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

編
住集
宅後
型記
有
オ料
担ア老
当シ人
スホ
山吉ー
下野ム
真
也

ださい。ご登録いただいているご協力者に一斉メールで
ワークメール 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）

社会福祉法人

寿 康 会

特別養護老人ホーム寿康園
理事長 前田 義博
鹿児島市本名町234

株式会社るりかけす
居宅介護支援事業所

心和

～kokoa～

住所：鹿児島市吉野2丁目19-26
TEL:099-210-7335

FAX:099-210-7831

株式会社

FAX 0995-73-5208

中間造園

代表取締役

中間實雄

姶良市西姶良1丁目34-4
TEL 0995-67-0284
パソコン修理・販売

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

グ
ル
ー
プ
吉ホ
田ー
さム
く
ら
楠の
本里
孝
秀

FAX 294-3191

福祉用具のレンタル・販売、住宅改修、介護保険に関するご相談なら

株式会社カクイックスウィング
鹿児島市谷山港1-2-7
TEL 099-261-4114 FAX 099-261-4800

ＮPＯ法人 ウェルフェア

あいの葉

放課後等デイサービス
鹿児島市玉里団地1丁目6番14号

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

(有)南日本新聞吉田南販売所
上別府 巧

代表取締役

電話 099-(294)-2779

福石自動車板金塗装工場
代表 福石 信行
本名町857-1 294-2642

難ご福のを多安ンてた
う協祉経嬉く堵トおら初
ご力の験しの致をり良め
ざを発をく皆し終まいて
い頂展日思様て了しのの
まきに頃っとおすたか大
しま努のて交りるが分役
たしめ業お流まこ、かに
。たる務りですと無ら何
皆所にまき。が事ずを
様存活すたまでに戸ど
、でか。こたきイ惑う
有すしこと、てベっし
。、

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

医療法人一桜会

理事長

(株)ライフサポート吉満

グ
ル
ー
プ
さホ
くー
らム
の
お
北家
園よ
憲し
秀だ

事
実業
行所
委連
員携
長事
挨務
拶局

吉留クリニック
吉留大喜

TEL 0995-52-1111

TEL 294-2510

施設長 上村 慈人
鹿児島市本名町234番地
TEL 294-2510

TEL 0995-73-5205

う厚ご頂たトのを果
ごく支き。をご感た自
ざ御援、ま開支じせ分
い礼ご嬉た催援てるに
ま申協し、すのおの実
しし力く多るおりだ行
た上を思くこ陰まろ委
。げ頂っのとでしう員
まいて方が良たか長
すたおにでいが の
。皆りごきイ、と務
有様ま来まベ皆不め
難にす場しン様安が
。

心 と 手 を つ な ご 会 ケアハウス大原の里

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

デイサービス マリン（地域密着型通所介護）
姶良市加治木町木田1394-4

…

…

…

す頂の重たてと場すちと
。きおにと、にの。ろ感今
有ま陰、感賑か盛過んじ回
難しでおじやくり去、たは
うたす支てか、上最良イ、
ご皆。えいな熱が多いベと
ざ様ご頂まイ気りの意ンに
い、支きすベとが来味トか
ま感援ま。ン活凄場ででく
し謝ごしこト気か者のし疲
た致協たれににっで疲たれ
。し賛皆もな溢た、れ。た
まを様一っれ 会でも

TEL 090-7925-6633

住宅型有料老人ホーム ノアハウス

FAX 0995-52-0168

・一般病床 ・通所リハビリ

グループホームみどり ・グループホームさくらのお家
・グループホームさくらのお家よしだ
鹿児島市川上町3561

TEL 295-7333

FAX 295-7322

ＮPＯ法人 ウェルフェア
放課後等デイサービス

あいの葉弐番館

鹿児島市易居町4-15 丸政ビル1F
TEL/FAX：099-292-7002

（TEL 099-245-5500）
居宅介護支援事業所/訪問介護

アドナース伊敷
鹿児島市下伊敷3丁目24-16
TEL:099-248-7920 / FAX:099-248-7921

