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【鹿屋長寿園】
下祓川町 1800
☎ 40-8333
Fax 40-8335

【ヴィラかのや】
寿 8丁目 21-2
☎44-2070
Fax 44-0301

【悠々】
大浦町 14028-6
☎40-8320
Fax 40-9866

【陵幸園】
吾平町麓 3811-2
☎58-5900
Fax 58-5901

【朋愛園】
寿 2丁目 2-1
☎41-2431
Fax 41-3341

【慈恵園】
大姶良町 226
☎48-3535
Fax 48-3537

【以和貴苑】
串良町下小原 3103-2
☎62-8881
Fax 62-8885

【花岡の里】
花岡町 3979-1
☎46-5051
Fax 46-5054

【グリーンバード】
輝北町市成 2121-3
☎099-485-1185
Fax 099-485-1195

公益社団法人　鹿屋市医師会
鹿屋市地域包括支援センター担当理事

末次　哲朗
　今回「包括支援セン
ター」の担当理事に就任
致しました。
　私自身、86 歳になる母
の在宅介護を現在続けて
おります。
　母が自宅で生活できて
いるのも、ケアマネ、訪
問看護、ヘルパーさんら
の働きのお陰であり、大
変有難く思っております。
　高齢者の介護は家族だ
けでは困難です。鹿屋市
に住む高齢者が、独居、

認知症、介護を必要とする状況となっても、皆々さまが、
安心して暮らしていけるためのサービスを、円滑に提供で
きるよう、スタッフと共に尽力してまいります。

令和４年６月 28日発行 鹿屋市地域包括支援センター　鹿屋市吾平町麓 56-4

65 歳以上の方の総合相談窓口です
いつでもお気軽にお電話ください

☎0994-45-6969開設時間　平日（土日祝除く）8：30~17：15
※夜間・土日祝は転送電話による対応です

〒893-1103　鹿屋市吾平町麓 56-4
☎ 0994-45-6969／ FAX 0994-45-6884
 kanoya-houkatsu@arrow.ocn.ne.jp

ホームページ 鹿屋市　生きる

鹿屋市地域包括支援センター

各地域に相談窓口
ブランチがあります

担当理
事のご紹介担当理
事のご紹介

だより



地域包括支援センターとは

新センター長あいさつ新センター長あいさつ
公益社団法人　鹿屋市医師会長
鹿屋市地域包括支援センター長　  

池田　大輔

　この度、2022 年 6月より鹿屋市地域包括支援センターのセンター
長を拝命いたしました。
　地域包括支援センターは、2016 年 4月に鹿屋市からの委託により
公益社団法人鹿屋市医師会へ運営委託されており、医師会長と併任
させていただくことになります。センターでは、住み慣れた地域で
安心して過ごせるよう高齢者の暮らしを地域でサポートいたします
が、ケアマネジャーや社会福祉士および保健師などそれぞれの専門
職員を配置し、医療・介護・保健・福祉の一体的な提供体制を構築
するための取り組みを推進しております。
　今後はセンター長としてこれまでの業務・実績を引き継ぎながら、
地域住民の保健・医療の向上と福祉の増進に向けた支援をより一層
高めるべく微力を尽くしてまいりますので、関係各位の多大なるご
支援を賜りますよう謹んでお願い申し上げます。

高齢者とそのご家族が、住み慣れた地域で、安心してその人らしい生活を
続けられるように支援する総合相談機関です。

鹿屋市医師会運営の公共機関です

退院後など医療と介護両方が
必要な方に地域連携体制
づくりを推進します

専門職が認知症に関する支援
を行い、当事者と家族を支
えるための推進活動を
行います

地域で暮らし続けるための支え
合いの仕組みづくりを各地域
の担当がお手伝いします

医療と介護の連携

認知症のこと
地域で暮らす
ということ

医療・介護・福祉に関するさ
まざまな相談に関係各所と連携
しながら保健師・看護師、主任
ケアマネ、社会福祉士等の
専門職が「チーム」で
サポートいたします

生活に関する相談

事業対象者・要支援１・２の
ケアプラン作成や介護保険
サービスに関する相談
に対応します

介護保険のこと
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