
 

 

 

 

 

 

 2８年度は、１７団体（スタートアップコース１４団体、一般枠３団体）へ補助金を交付

しました。 

 

＜スタートアップコース＞ 

 

○特定非営利活動法人 ここほっと 

事業名：「ひとり親家庭・再婚家庭（ステップファミリー）支援事業」 

【事業概要】 

様々な悩みを抱えるひとり親家庭や再婚家庭を支援するために、子どもやその保護者な

どを対象に講演会、交流茶話会を開催する。 

【活動実績】 

講演会及び交流会 

  日時：８月２８日（日）10:00～1６:３0 

 場所：サンエールかごしま 

 

○特定非営利活動法 鹿児島県自閉症協会 

事業名：「子育てのヒント学習会」 

【事業概要】 

 育児に不安や困難を抱えている保護者をサポートし、発達障害への理解を深めてもらう

ために、子ども連れでも参加が可能な学習会・茶話会を開催する。 

【活動実績】 

１．第１回学習会 

  「子どもの育ちを支えるために～鹿児島で受けられる支援と家庭でできる取り組み～」 

  日時：９月２０日（火）10:00～12:00 

  場所：鹿児島市勤労者交流センター 

２．第 2回学習会 

 「周りが変われば子どもも変わる～親として大事にしたいこと～」 

  日時：１１月８日（火）10:０0～12:00 

場所：鹿児島市勤労者交流センター 

 

  

 

平成 28 年度「市民とつくる協働のまち事業」 

補助団体活動実績 



○特定非営利活動法 鹿児島県山岳協会 

事業名：「発達障害者とフリークライミング その新しい可能性と社会的意義

について」 

【事業概要】 

発達障害者が山岳スポーツを通して、自信を持ち、社会性を向上させるために、発達障

害者のためのスポーツクライミングや、沢登り教室を開催する。 

【活動実績】 

１．クライミング 

  クライミングウォールでのリードクライミング 

実施時期：週２回（月曜日・木曜日） 

場  所：県立鴨池総合運動公園ほか 

２．沢登り 

日  時：７月２４日、８月２７日、９月２２日 

場  所：平川「烏帽子沢」 

 

○ボランティア団体 オレンジハート 

事業名：「認知症介護者を支援するオレンジ・テラス事業」 

【事業概要】 

 認知症の人が安心して暮らせる環境づくりを図るため、認知症ケアに関する意見交換

会や、認知症への理解を深める講話、認知症ケアに役立つスキルの体験学習などを行う

「オレンジ・テラス」を開催する。 

【活動実績】 

オレンジ・テラス 

①オレンジ・テラス in西伊敷 

日時：９月１７日（土）10:00～12:00 

場所：特別養護老人ホーム七福神 

②オレンジ・テラス inたけおか 

日時：１０月１６日（日）10:00～12:00 

場所：済生会鹿児島地域福祉センター 

③オレンジ・テラス inよしの 

日時：１１月１９日（土）10:00～12:00 

場所：住宅型有料老人ホームオアシス吉野 

④オレンジ・テラス inいぬざこ 

日時：１２月１７日（土）10:00～12:00 

場所：パールランド病院 

⑤オレンジ・テラス＆シンポジウム 

日時：平成２９年１月７日（土）10:00～15:30 

場所：かごしま県民交流センター 



○特定非営利活動法人 かごしま福祉開発研究所 

事業名：「認知症予防のために-音楽療法で生き生きと-」 

【事業概要】 

認知症への理解と予防に向けた取り組みを行うため、認知症の基礎知識を学ぶとともに、

楽器演奏・身体活動などを行う一般市民向け音楽療法を実施する。 

【活動実績】 

市民向け音楽療法の実施 

  ・認知症の基礎知識、認知症予防についての講座 

・演奏に合わせた身体活動、ダンス、リラクゼーション 

・太鼓によるノンバーバル（非言語）コミュニケーション など 

日時：９月４日（日）14:00～15:３0 

  場所：鹿児島国際大学 

 

○特定非営利活動法 かごしまメンタルパートナー協会 

事業名：「『豊かな心・素直な心』を育てる 出前紙芝居＆ワンポイント子育て

セミナー事業」 

【事業概要】 

幼児期の豊かな心・素直な心を育むとともに、保護者が抱える子育てに関する悩みを共

有し、楽しく子育てできる環境を整えるため、出前紙芝居＆ワンポイント子育てセミナー

の取り組みを実施する。 

【活動実績】 

出前紙芝居＆ワンポイント子育てセミナー 

  ・「豊かな心・素直な心」を育てる手作り紙芝居 

・ワンポイント子育てセミナー 

・ワークショップ「4枚お絵かきをしてみよう！（物語をつくってみよう！）」 

実施時期：９月２３日、11月 1９日、１月１４日、１月２１日 

  場  所：鹿児島市内の幼稚園（４カ所） 

 

○特定非営利活動法 HispaMundo 

事業名：「中南米の文化にふれてみよう（スペイン語で遊ぼう）」 

【事業概要】 

子どもの頃から異文化に触れ、広い視野を持ってもらうために、スペイン語圏の子ども

の遊び、言葉、音楽、ダンス等を通じて、本物のラテン文化を体験できるイベントを実施

する。 

【活動実績】 

「スペイン語で遊ぼう」イベント 

  ・ギター演奏による中南米の歌やスペイン語を使ったゲーム 

・南米アンデス地方の民族音楽に使われる笛サンポーニャーの工作、演奏 



日  時：７月３０日（火）13:45～16:30 

  場  所：谷山北公民館 

 その他、協力施設で同様のイベントを実施 

実施時期：８月６日、９月３日、１０月１５日 

  場  所：児童養護施設たらちね学園 

 

○喜入子育てコミュニティ KADAN 

事業名：「紙芝居で喜入地域の伝承を語り継ぐプロジェクト」 

【事業概要】 

紙芝居の制作・語りの活動を通じて、喜入地域住民の交流を促進するとともに、子供達

の喜入地域への愛着を醸成するため、喜入地域の伝承が残る地域への現地視察イベントや

ワークショップ、紙芝居作成・発表イベントを行う。 

【活動実績】 

１．香梅ヶ渕（こべがふち）現地視察 

喜入旧麓地区に伝わる「紅梅伝説」の視察イベント 

実施時期：７月１７日（日） 

場  所：善行寺、香梅ヶ渕、旧麓公民館等 

２．物語と絵のワークショップ 

 実施時期：７月２９日（金） 

場  所：善行寺 

３．紙芝居展示会 

 実施時期：7月３１日（日） 

  場  所：マリンピア喜入（喜入夏祭りにて） 

４．紙芝居発表会 

 実施時期：１０月２４日（月） 

  場  所：善行寺 

５．紙芝居披露会 

  実施時期：１１月２３日（水） 

  場  所：マリンピア喜入（喜入わいわい祭りにて） 

 

○特定非営利活動法 ほっ to ママ 

事業名：「子育て苦手ママを減らそう」 

【事業概要】 

育児不安による家庭内不和や育児ノイローゼなどを防ぐために、母親の学びの場や交流

の場として、定期的に子育てに関する講座を開催する。 

【活動実績】 

講座の実施 

  各回のテーマ：子供の自己肯定感を育てよう、タイプ別その子に合った褒め方叱り方、



STR 的タイプ別コミュニケーション講座、手帳スケジューリング講座、子供のためのア

ンガーマネジメントワーク体験、家事プランニング講座、いやいや期の対処法、思春期

の子どう対応する？、ママの健康のためにできること 

実施時期：１１月２９日、1２月６日、１２月１３日、１２月２１日、１月１３日、 

     １月１８日、１月２４日、２月７日、２月２２日、３月７日 

場  所：サンエールかごしま 

 

○特定非営利活動法 マザーハート 

事業名：「子育てを支えるイクメン育成講座」 

【事業概要】 

女性の社会進出に伴い、家事・子育て・仕事と女性の負担が大きくなっている中で、男

女平等を実現し、イクメンをブームではなく定着させるため、パパ・おじいちゃんのため

の育児教室を開催する。 

【活動実績】 

育児教室の開催 

  ・妊婦体験、沐浴体験、赤ちゃんの抱き方、おむつ交換、ベビー用品の使い方 

・育児悩み相談 

・イクメン、イクじいの体験談 

実施時期：１０月２３日、1１月１３日、２月１９日 

場  所：NPO法人薩摩 ROCK・CLUB多目的ホール 

 

○特定非営利活動法 もえ 

事業名：「ほっとつながるスマイルプロジェクト in 結」 

【事業概要】 

核家族化や地域社会の希薄化などにより、周りの同年代と接することなく育つ子どもや、

子育てに不安やストレスを持つ母親を支援するため、子育て中の親子が集える場として、

親子向けの読み聞かせ会や音楽会、餅つき大会を実施する。 

【活動実績】 

１．読み聞かせ会 

  絵本の読み聞かせ会と子育て相談 

実施時期：月１回（土曜日） 

場  所：こども療育センター結 

２．音楽会 

日  時：１２月３日（土）10:00～11:00 

場  所：こども療育センター結 

３．餅つき大会 

日  時：１月１４日（土）10:00～12:00 

場  所：こども療育センター結 



○特定非営利活動法 くらしと介護 

事業名：「高齢化社会に貢献する介護福祉医療の情報一元化」 

【事業概要】 

高齢化が加速する中、福祉関連施設の情報は利益誘導型のものが多く、利用者ニーズに

合ったものが少ないことから、高齢者及びその家族のために、福祉関連施設の情報を収集

し、提供する。 

【活動実績】 

１．WEBサイト「くらしと介護」の立ち上げ 

２．新規開設施設を中心とした訪問による情報収集 

３．介護者や家族が望む施設等の情報提供 

 

○特定非営利活動法人みどりの風 

事業名：「新規事業のためのマーケティング事業」 

【事業概要】 

 少子高齢化が進み、商店が少なく、買い物に不自由している団地の高齢者等を支援する

ために、地域内で協力し、朝市チャレンジショップなどを実施しながら、新規事業の確立

を目指した取り組みを行う。 

【活動実績】 

・みどりがおか朝市の開催（計９回） 

・夏祭りへのチャレンジショップ出店（８月２１日） 

 

○特定非営利活動法 国際交流の会 KAGOSHIMA 

事業名：「鹿児島在住の外国人と留学生との交流事業」 

【事業概要】 

鹿児島在住の外国人（留学生など）と日本人との交流を促進するため、鹿児島在住の外

国人による国際交流会議と、外国人によるファッションショーを開催し、国際交流や観光

振興に貢献する。 

【活動実績】 

１．民族衣装とカントリートーク及び交流 

  モデルによる衣装展示、カントリートーク（留学生が自身や自国の話をする）等 

日  時：１１月６日（日）13:30～15:30 

場  所：ドルフィンポート 

２．国際交流会議 IN KAGOSHIMA 

・講演「心と心の交流」、「コミュニケーションに挑戦」 

・ディスカッション「世界の友人とディスカッション」 

日  時：１２月４日（日）13:30～16:30 

場  所：鹿児島大学国際交流会館 

 



 

＜一般枠＞ 

 

○お米で支援プロジェクトチーム「どんこ村」開拓団 

事業名：「村がイキイキ！どんこ（子）も元気いっぱい創生事業」 

【事業概要】 

 遊休農地を活用した米づくりを通して、都市部と過疎地、子どもとお年寄りとの山村

交流事業を行い、過疎化が進む地域の活性化を図る。 

【活動実績】 

1．田植え 

 日時：6月１９日（土） 9:00～ 

2．案山子祭り 

 日時：7月２４日（日） 9:00～ 

 内容：「お米を守ってね～」との願いをこめて案山子を作り、参加者全員で田んぼの畦

に設置。 

3．収穫祭 

 日時：12月３日（土） 10:00～ 

 内容：餅つき大会、野菜収穫体験 

４．菜の花祭り 

 日時：3月 26日（日） 10:00～ 

  内容：菜の花の咲く川辺で魚釣り、焼きそば・焼き餅、野菜収穫体験 など 

 ※場所は、いずれも鹿児島市小山田町 

 

○天文館安心安全ラクガキ消し隊 

事業名：「天文館安心安全ラクガキ消し隊事業」 

【事業概要】 

 天文館地区において、巡回パトロールやラクガキ消しなどを行うことにより、犯罪や

事故の未然防止、環境や景観の維持を図る。 

【活動実績】 

ラクガキ消しの実施 

日時：８月 2８日（日）、１０月１６日（日）、平成２９年３月２６日 

場所：天文館地区 

 

○特定非営利活動法人あなただけの乳がんではなく 

事業名：「鹿児島市の乳がん検診率５０％をめざして」 

【事業概要】 

 乳がん体験者や医療関係者による講演会や乳がん啓発グッズの制作、自己検診法のパ

ンフレットの配布などの啓発活動を通して、鹿児島市の乳がん検診率５０％をめざす。 



【活動実績】 

１．乳がん啓発セミナー 

  日時：８月～3月（計１６回） 

  場所：各小中学校家庭教育学級、各職場など 

２．イベント、催し物 

  福祉フェスタ inよしだ、かごしま女性医療フォーラム、 

朝日生命ピンクリボンキャンペーン、アロハハワイアンフェスティバルなど（計６回） 


