
26 年度は、17 団体（一般枠 10 団体、初期段階枠 7 団体）へ補助金を交付しました。

＜一般枠＞

○前之浜むらおこし実行委員会

事業名：「前之浜むらおこし事業（コスモス祭）」

【事業概要】

コスモス祭を計画・実施する中で、地域外の人にも地域を知ってもらうとともに、ふ

るさとを愛する意識を共有し、校区の過疎化と、少子化・高齢化現象に歯止めをかける

契機とする。

【活動実績】

「コスモス祭」

実施時期：11 月 4 日（月） 10:30～

場  所：前之浜小学校近くの貝底川中流一帯

内  容：郷土芸能「チョイノチョイ踊り」の披露

      コスモス音頭・喜入音頭・ふるさと音頭

農産物直売・フリーマーケット     など

○かごしま子ども文化の里

事業名：「乳幼児期のはじめてのおしばい「いないないばあ」出前上演事業」

【事業概要】

五感を育む乳幼児期に親子で芸術に触れるため、おしばいを出前上演する。上演後、

親子で楽しめるワークショップ、参加者交流を行う。

【活動実績】

地域で乳幼児のサークル活動を行っている団体へ広報して上演を希望する団体を募集

し、申し込みのあった 15 団体に対して、おしばい「いないないばあ」の出前上演や、わ

らべうたのワークショップなどを行った。

実施時期：9 月～10 月 （全 15 回）

場  所：地域福祉館、公民館 ほか

対 象 者：子育てサークル

平成 26 年度「市民とつくる協働のまち事業」

補助団体活動実績



○特定非営利活動法人ゆめみなと鹿児島

事業名：「みなとオアシス鹿児島事業」

【事業概要】

鹿児島港本港区の「みなとオアシス」の楽しみ方を県民、観光客にＰＲし、体感して

もらうことで興味を促進し、本港区のさらなる賑わいを創出する。

【活動実績】

１．鹿児島港みなとオアシス散策①

鹿児島港本港区（みなとオアシス鹿児島）周辺の歴史散策と、錦江湾クルージングを

実施。

実施時期：11 月 22 日（日）

まち歩き案内人：ボランティアガイド

ｸﾙｰｼﾞﾝｸﾞ案内人：ボランティアガイド

２．鹿児島港みなとオアシス散策②

石橋記念公園及び祇園之洲公園周辺地域の歴史散策と、錦江湾クルージングを実施。

実施時期：12 月 14 日（日）

石橋公園案内人：石橋記念公園館長  菅井 寛 氏

ｸﾙｰｼﾞﾝｸﾞ案内人：ボランティアガイド

3．鹿児島港みなとオアシス散策③

みなとオアシスの新たな楽しみ方の提案として「桜島・錦江湾ジオパーク」として認

定され、多くの魅力を秘めている桜島までフィールドを広げ、桜島周遊散策を実施

実施時期：3 月 15 日（日） 9:30～13:00

まち歩き案内人：ボランティアガイド

4．みなとオアシス ボランティアガイド運用開始に向けた取組み

ガイド等についての勉強会の開催、および、まち歩き・クルージングともに実際にガ

イドするとともに、実施後の意見交換等を実施

実施時期：6 月～2 月（全 6 回）

内  容：ガイドについての勉強会、近代化産業遺産についての勉強会  など

○高齢者を助ける会「エル．エル．サービス事業運営協議会」

事業名：「高齢者を助けるエル．エル．サービス事業」

【事業概要】

買い物にも行けず、家事も満足にできない高齢者に対して、買い物や家事の代行をし、

高齢者の生活を支援する。

【活動実績】

実施時期：4 月～3 月（通年）

内  容：チラシ配布などによって会員やボランティアを募集し、以下のボランティア

活動を行った。

      ・買物代行

      ・安否確認

      ・庭の手入れ（庭木の剪定、草刈り）

      ・住まいの修理       など



○小児がんサポート のぞみ

事業名：「長期入院の子ども達に記念写真を」

【事業概要】

長期入院している子ども達は、七五三、桃の節句などで記念写真を写す機会がない。

入院中はつらい治療を余儀なくされている中、記念写真により少しでも癒される時間を

作り、家族にとっても心に残る活動になることを目的とする。

【活動実績】

１．着物・ドレスを着て記念写真撮影

子ども達が着物・ドレス・タキシードなどを着て、プロのカメラマンによる写真撮影

を行った。

  実施時期：10 月 22 日、11 月 12 日、1 月 22 日

  場  所：鹿児島市内の病院（2 カ所）

２．クリスマス会での記念写真

クリスマス会を開催し、子ども達がピエロと一緒に記念撮影を行った。

  実施時期：12 月 17 日、12 月 26 日

  場  所：鹿児島市内の病院（2 カ所）

○中国長沙友好花火大会実行委員会

事業名：「第２８回中国長沙友好花火大会」

【事業概要】

鹿児島市の友好都市である中国長沙市から中国花火を輸入し、市民に紹介する花火大

会を実施することで両市の友好の絆を深めるとともに、まちづくりの活性化に寄与する。

【活動実績】

１．在鹿中国人留学生との交流会

ギョウザ作りと試食会、子どもの遊びによる交流を行った。

実施時期：8 月 24 日（日）10 時～13 時 30 分

場  所：西伊敷福祉館

対象者：伊敷地域を中心とした児童と保護者、在鹿中国人留学生、社会福祉施設職員

２．中国長沙友好花火大会

実施時期：8 月 24 日（日）18 時～20 時 30 分

場  所：伊敷中央公園

内  容：ギター演奏等、34 種目の中国花火の打ち上げ

３．灯ろう作り、展示

実施時期：8 月 1 日～8 月 24 日

場  所：西伊敷児童クラブほか（制作）、伊敷中央公園（展示）

４．中国長沙友好花火大会の絵画の募集、展示

実施時期：7 月 20 日～8 月 24 日

  展示場所：伊敷中央公園



○喜ば士隊キイレンダー実行委員会

事業名：「喜び入るまちおこし事業」

【事業概要】

各種イベントへ「キイレンダー」（地域キャラクター）を参加させることにより、地域

の魅力を広く紹介し、喜入地域の活性化を図る。

【活動実績】

実施時期：６月～３月

主な参加イベント：かごしま市商工会アンテナショップオープンイベント、養護老人

ホーム喜入園六月灯、喜入夏祭り、グリーンファーム夏のイベン

ト、ぶんぶんハートフェス（24 時間テレビ）、アンテナショップ

ゆめりあ PR イベント、全国地域安全運動出発式、NHK 鹿児島（情

報 WAVE かごしま）、谷山ふるさと祭り、前之浜校区コスモス祭、

喜入駅 80 周年＆グリーンファーム 2 周年ウォーキング、喜び入

るフリーマーケット、喜入わいわいまつり、健康フェスタ in きい

れ、南警察署年末年始特別警戒イベント、商工会まるごとフェア

ー、喜楽市＆キイレンダー3 周年記念イベント など

○特定非営利活動法人みどりの風かんかん

事業名：「「かんかん村」体験交流事業」

【事業概要】

農業体験、自然体験、地域探索への参加などを体験してもらうことにより、里山の大

切さ、コミュニティの大切さを実感してもらう契機とする。

【活動実績】

実施時期：４月～２月

場  所：川田地区、環境未来館

内  容：

１．農業体験

  タケノコ・山菜採り、田植え、芋の植え付け、脱穀精米 など

２．ワークショップ

  田園・川の生き物についての勉強会、自然観察、案山子づくり など

３．地域探索

  川田地区の史跡などを歩いて巡る



○特定非営利活動法人かごしまホームレス生活者支えあう会

事業名：「路上生活を余儀なくされた人々に対する炊き出し・夜回り等支援事業」

【事業概要】

路上生活を余儀なくされた人に対し、炊き出しや夜間の巡回、ホームレス生活者と元

ホームレス生活者への料理教室を行うことで、路上生活からの自立を図る。

【活動実績】

１．炊き出し

日時：毎週火・木・日曜日の 17:00～17:30（計 143 回）

  場所：中央公園、甲突川左岸緑地帯

２．夜回り巡回

  日時：毎月第三金曜日の 22:00～24:00（計 12 回）

  場所：鹿児島市中心部及び谷山方面

３．料理会

  日時：毎月最終日曜日の 14:00～16:00

  場所：県民交流センター

○マンガプロジェクト鹿児島

事業名：「漫画制作で心の豊かさを育む異世代間交流事業」

【事業概要】

子ども漫画教室を通じて子どもの表現力向上を図るとともに、子ども・若手漫画家・

高齢者による異世代間交流会を通じて互いのコミュニケーション能力の向上を図る。

【活動実績】

１．基礎講座

  日時：7 月 27 日（日）14:00～17:00

  場所：中央公民館

２．敬老の日四コマ作成講座

日時：9 月 7 日（日）14:00～17:00

  場所：中央公民館

３．年賀状作成講座

日時：11 月 23 日（日）14:00～17:00

  場所：中央公民館

４．鹿児島弁を使った四コママンガ作成講座

日時：3 月 15 日（日）14:00～17:00

  場所：県民交流センター



＜初期段階枠＞

○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】

小山田町において、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 21 日（土） 9:00～

2．案山子祭り

日時：7 月 26 日（日） 9:00～

内容：「案山子と一緒に被災地へエールを送ろう！」をテーマに案山子を作り、

表彰を行った

3．稲刈り

日時：10 月 11 日（土） 9:00～

4．収穫祭

日時：12 月 7 日（日） 10:00～

内容：餅つき大会、野菜収穫体験

5．菜の花祭り

日時：3 月 21 日（土） 10:00～

  内容：菜の花鑑賞、親子で魚釣り など

○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：4 月 27 日（日） 6:30～8:30 ※雨天中止のため、構成員のみで実施

    10 月 19 日（日） 6:30～8:30

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イベントなどで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：5 月～3 月（２４回）

  参加者数：905 人

２．イベントの実施

  アフラックチャリティーコンサート、鹿児島法人会企業見本市、

かごしま女性医療フォーラム、KKB まつり（J.M.S）、

まちフェスタかごしま、ホワイトピンクリボンキャンペーン

○はぐくみの会

事業名：「ふれあいまちづくり事業」

【事業概要】

世代を超えて付き合える、語り合える、心地よく過ごせるまちづくりを目指し、様々な

イベントを開催して、地域の交流を図る。

【活動実績】

日時：5 月～3 月（全 7 回）

場所：愛と結の街（旧看護学校）など

内容：あるこう会、クリスマス会など

○特定非営利活動法人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を開催する。

【活動実績】

１．第１回学習会

日時：6 月 16 日（月）10:00～12:00

場所：よかセンター

講師：ココロ発達療育センター（熊本教室）職員

２．第 2 回学習会

日時：9 月 9 日（火）10:00～12:00

場所：よかセンター

講師：日高 浩治 氏（やまびこ医療福祉センター言語聴覚士）



○こども美術教室・かごしまピカソ

事業名：「地域と交流する障がい児の創作活動事業」

【事業概要】

障がい児と健常児が創作活動やコンサートなどを通して、表現することの喜びを知って

もらうとともに、障がいについての正しい理解を深め、社会で温かく包み優しく接するこ

とのできる地域づくりを目指す。

【活動実績】

１．夏の交流会

日時：7 月 26 日（日）9:30～12:30

場所：知的障害者福祉センター「ふれあい館」

内容：工作教室、コンサート

２．秋の交流会

日時：11 月 16 日（日）9:30～12:30

場所：知的障害者福祉センター「ふれあい館」

内容：工作教室、コンサート

○特定非営利活動法人かごしま子どもと自然研究所

事業名：「里地里山における子どもと自然環境教育・食育推進事業」

【事業概要】

幼児童および父兄を対象に、米作り体験・野菜農場見学などの食体験講座と、田んぼ周辺

の生き物観察・調査などの環境学習をとおして、環境教育の普及、環境保全及び意識啓発、

里地里山の活性化などを図る。

【活動実績】

１．米・野菜生産農家とのタイアップによる食体験講座①

日時：6 月 22 日（日）8:00～12:00

内容：田植え

２．米・野菜生産農家とのタイアップによる食体験講座②

日時：7 月 13 日（日）8:00～10:00

内容：田んぼの草取りと環境整備

３．米・野菜生産農家とのタイアップによる食体験講座③

日時：10 月 11 日（土）8:30～10:30

内容：稲刈り

４．米・野菜生産農家とのタイアップによる食体験講座④

日時：12 月 6 日（土）10:00～13:00

内容：米・野菜生産農家との交流会、収穫祭

５．田んぼ周辺の環境を活用した環境学習

日時：7 月 13 日（日）8:00～10:00

内容：田んぼ及び河川における生物調査、講義


