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３０年度は、１２団体へ補助金を交付しました。

○特定非営利活動法人 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事業」

【事業概要】

フリークライミングや登山を通して、障害者の社会性の向上とその自立支援を図るため、

発達障害者のためのスポーツクライミングやボルダリング、親子登山を実施する。

【活動実績】

１．クライミング

  リードクライミング（３４回）及びボルダリング（２０回）の開催

(1)実施時期：週２回（月曜日・木曜日）

(2)場  所：県立鴨池総合運動公園

(3)参加者数：２２０名

２．沢登り

(1)実 施 日：７月２９日（日）、８月１０日（月）

(2)場   所：烏帽子沢（鹿児島市平川町）

(3)参加者数：１６名

○特定非営利活動法人 ルネスかごしま

事業名：「不登校・ひきこもり対策講演会、個別相談会事業」

【事業実施】

不登校やひきこもりの子ども・若者に対するカウンセリングのきっかけとして保護者と

支援団体や行政とのつながりをつくるため、また、心身の負担軽減のため、講演会及び個

別相談会を開催する。

【活動実績】

１．講演会・個別相談会の開催

不登校・ひきこもりのお子さんをお持ちの保護者様のための講演会・個別相談会を２

回開催。

(1)１回目

①開催日時：７月１日（日）10:00～12:00

②開催場所：鹿児島市民福祉プラザ 4 階活動室１・２

平成 30 年度「市民とつくる協働のまち事業」

補助団体活動実績
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③参加者数：48 名

④内  容：清原 浩 先生（鹿児島大学名誉教授）の講演、特定非営利活動法人ルネ

スかごしまの活動紹介及び個別相談会の開催

(2)２回目

①開催日時：１０月１４日（日）10:00～12:00

②開催場所：鹿児島市民福祉プラザ５階中会議室

③参加者数：１４名

④内  容：平川 真理子 先生（認定心理士）の講演、特定非営利活動法人ルネス

かごしまの活動紹介及び個別相談会の開催

２．個別相談会の実施

(1)実施日時：５月１３日（日）、７月１５日（日）、９月１６日（日）、

１１月１１日（日）、１月１３日（日）、３月１０日（日）

※いずれも 10:00～13:30

  (2)実施場所：かごしま市民福祉プラザ

(3)対 象 者：不登校・ひきこもりのお子さんをお持ちの保護者

(4)参加者数：計４８名

(5)内  容：カウンセラー、傾聴ボランティアによる個別相談

○喜入子育てコミュニティ KADAN

事業名：「子育て支援フォローアップ事業」

【事業概要】

子育て世代の親子、地域住民とのつながりを作り、喜入地域の子育てについてみんなで

一緒に語り合い、子育て意識のさらなる向上を図るため、全４回のワークショップからな

る「子育て支援フォローアップ事業」を実施する。30 年度の主な内容は、休耕地を利用

した農園プロジェクト。

【活動実績】

１．KADAN 農園をデザインしよう！

(1)実 施 日：７月６日(金)

(2)実施場所：善行寺、KADAN 農園

(3)参加者数：18 名

２．KADAN 農園★現実化ミーティング

(1)実 施 日：７月 19 日(木)

(2)実施場所：善行寺、KADAN 農園

(3)参加者数：12 名

３．心を育む食と農の話＆釜豆腐つくり

(1)実 施 日：７月 21 日(土)

(2)実施場所：善行寺、KADAN 農園
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(3)参加者数：21 名

４．大人の遠足 in 開聞麓香料園

(1)実 施 日：10 月 24 日(水)

(2)実施場所：開聞山麓香料園

(3)参加者数：14 名

５．KADAN 農園を作ってみよう！

(1)実 施 日：11 月 20 日(火)

(2)実施場所：善行寺、KADAN 農園

(3)参加者数：15 名

○特定非営利活動法人 オレンジハート

事業名：介護者支援！！ケアする側をケアする集い「オレンジテラス」

【事業概要】

介護に携わっている人たちの負担が増加する中、介護者の悩みや不安を軽減する介護者

交流に加え、認知症ケアやセルフ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】

１．介護者支援「オレンジ・テラス」の開催

(1)オレンジ・テラス

①開催日時：９月２日（日）10:00～12:00

②開催場所：かごしま県民交流センター（山下町）

③参加者数：２５名（関係者を除く一般来場者数、以下同）

(2)オレンジ・テラス in いしき

①開催日時：９月２２日（日）14:00～16:00

②開催場所：伊敷ひまわりモール１F（伊敷 5 丁目）

③参加者数：３０名

(3)オレンジ・テラス in たにやま

①開催日時：１０月２８日（日）10:00～12:00

②開催場所：鹿児島療院（東開町）

③参加者数：３０名

(4)オレンジ・テラス in ながよし

①開催日時：１１月１７日（土）10:00～12:00

②開催場所：メンタルホスピタル鹿児島（永吉１丁目）

③参加者数：５０名

(5)オレンジ・テラス in あいの葉

①開催日時：１２月２日（日）1０:00～12:00

②開催場所：放課後等デイサービスあいの葉弐番館（易居町）
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③参加者数：１０名

(6)オレンジ・テラス in おの

①開催日時：１月１９日（土）10:00～12:00

②開催場所：デイサービスデンター七福神（小野 2 丁目）

③参加者数：１５名

○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」及び「民族衣裳ショーと世界の音楽」を開催し、国際交流や

観光の分野に生かす。

【活動実績】

１．「国際交流会議 ｉｎ ＫＡＧＯＳHＩＭＡ ２０１８」の開催

外国人（留学生を含む）に鹿児島の歴史を知ってもらうとともに、日本人との交流を図

ってもらうことを目的とした講演等を開催

(1)実施日時：6 月 10 日(日)13:30～16:00

(2)実施場所：鹿児島大学水産学部 4 号館 23 号室

(3)参加者数：60 名

(4)内  容：①第一部 講演 「子孫からみた西郷隆盛」 講師  西郷 隆夫 氏

             ②第二部 パネルディスカッション「世界の友人とディスカッション」

2  「世界の民族衣装と楽器」の開催

外国人及び留学生モデルによる民族衣装ショーと世界の楽器演奏及び参加者と楽器の

演奏体験会を開催

(1)実施日時：11 月 4 日(日)13:00～16:00

(2)実施場所：ドルフィンポート（なぎさタワーまわり）

(3)参加者数：200 名

○特定非営利活動法 オアシス

事業名：「オ・ア・シ・ス サロン」

【事業概要】

認知症予防や一人暮らし世帯の孤立化解消を目的にサロンを開設し、運動療法、音楽療

法の体験やカウンセリング、お話会を行う。

【活動実績】
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他地域から移り住む方が増加している鴨池地域において、高齢者対する認知症や寝たき

りを予防するほか、近隣とのコミュニケーションの場となる「けんこうサロン オ・ア・

シ・ス」を新設。

１．音楽療法による心のメンテナンス（年間２４回開催）

(1)実施日時：毎月第１・第３木曜日 10:00～11:00

(2)実施内容：奄美音楽の楽器、三線や太鼓を使った生演奏に合わせて島踊りを楽しむ。

２．運動療法により身体のメンテナンス（年間２４回開催）

(1)実施日時：毎月第２・第４木曜日 10:00～11:00

(2)実施内容：日常あまり使わない体の部分を動かすことにより、瞬発力やバランス力等

を中心に筋力の衰えを防止。参加者に無理のない運動療法を実施。

※１及び２のメンテナンス終了後、11:00～12:00 までカウンセリングやお話会を開き、

参加者同士によるコミュニケーションづくりを実施

   ※延べ 258 名の参加あり

○特定非営利活動法 くらしと介護

事業名：「介護家族負担軽減のための相談活動事業」

【事業概要】

高齢者施設が増える一方、施設の種類や入居条件等の情報の不足により、希望に沿った

施設選びが難しい状況があるなかで、家族や介護者の負担軽減、施設探しの悩み解消を目

的として、施設探しのガイド本の作成、無料窓口相談を行う。

【活動実績】

１．「高齢者施設選びガイド本」の作成（２回）

２．高齢者施設選び無料相談会

福祉フェスタ（はらら・谷山・伊敷）やオレンジテラス（県民交流センターほか５

カ所で開催）に参加し、計３４組を案内。

そのほか、地域包括センターや医療機関の相談室からの依頼に対応した訪問等を実施。

○特定非営利活動法人ＧＲＯＡＤ

事業名：「大学生による異文化理解促進・海外渡航支援活動事業」

【事業概要】

鹿児島では海外に関する情報を聞く機会が少ないことから、異文化理解や、海外渡航に

関する支援を行うため、海外経験のある大学生や留学生による異文化理解・海外渡航準備

セミナー及び海外に関するビジネスセミナーを行う。

【活動実績】

１．セミナー、説明会、報告会

４月～２月において計６回のイベントを開催。
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(1)海外留学報告と相談会の実施

海外留学経験者 1 名、海外インターンシップ経験者 2 名及び海外旅行経験者 2 名

の計 5 名による海外での経験談に関するプレゼンテーションを実施。ワークショッ

プ形式による交流・相談会も実施。

①実施日時：４月２６日（木）18:15～20:30

②実施場所：鹿児島大学内

③参加者数：14 名（県内在住の大学生及び一般市民）

(2)人財育成を通したビジネスセミナーの実施

  東京から人材育成・ファシリテータを専門とする講師を招き、ビジネスセミナーを

実施。

  ①実施日時：６月９日（土）及び 10 日（日） 10:00～17:00

  ②実施場所：鹿児島大学内、よかセンター鹿児島

     ③参加者数：９名（県内在住の大学生及び一般市民）

  (3)世界で活躍するための必須講座～英会話編～

     鹿児島県出身で翻訳家として活躍されている園田有貴さんを講師に招き、２日間に

わたるセミナーを実施。英語を通じて将来活躍したいと願う学生や大学教員の方など

が参加。英語を簡単に話す秘訣等を用いて学んだ。

  ①実施日時：11 月 12 日（月）及び 13 日（火）18:00～20:00

  ②実施場所：鹿児島大学内

     ③参加者数：19 名（県内在住の大学生及び一般市民）

  (4)第一弾 マイレージ＆航空券セミナー

     海外渡航経験があり、海外渡航情報に詳しい学生３名を講師に招き、海外渡航に関

するセミナーを実施。

  ①実施日時：11 月 28 日（水）18:30～20:00

  ②実施場所：鹿児島大学内

     ③参加者数：15 名（県内在住の大学生及び一般市民）

  (5)講演会～海外経験者は鹿児島で何を考えるか？～

     ３名の講師を招き、アメリカ留学経験者や鹿児島市の地域で行われるマルシェの活

動や民泊等についての講演を実施。

  ①実施日時：1 月 14 日（月）18:00～20:30

  ②実施場所：ルポシバングラ

     ③参加者数：12 名（県内在住の大学生及び一般市民）

  (6)海外渡航セミナー

     海外渡航に関する情報提供や相談会を実施。９か国からの留学経験者によるが体験

談をもとにセミナーを実施。

①実施日時：2 月 13 日（水）13:00～18:00

  ②実施場所：鹿児島大学内



7

     ③参加者数：28 名（県内在住の大学生及び一般市民）

○特定非営利活動法人 南日本口腔機能支援研究会

事業名：平成30年度発達期摂食指導講習会

【事業概要】

特別支援学校の教員や障害者施設の職員の基本的な摂食指導の知識、技能等の習得のた

め、歯科医師による発達期摂食指導講習会を開催する。

【活動実績】

１．「平成 30 年度発達期摂食障害指導講習会」の開催

  県内の特別支援学校教員に対し、発達期の摂食指導方法の知識、技術及び指導計画立案

法を指導する講習会を開催

(1)実 施 日：８月９日（木）、10 日(金)

(2)実施場所：鹿児島県民交流センター

(3)参加者数：50 名

○特定非営利活動法人 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

(1)事業実施：月１回（土曜日）10:00～11:00

(2)場  所：こども療育センター結

２．バーベキュー大会

地域での繋がりを作るために実施

(1)日  時：１１月１０日（土）9:00～13:00

(2)場  所：こども療育センター結

３．音楽会

(1)日  時：１２月８日（土）10:00～11:00

(2)場  所：こども療育センター結

４．餅つき大会
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(1)日  時：１月１９日（土）10:00～13:00

(2)場  所：こども療育センター結

○特定非営利活動法人 鹿児島県ノルディック・ウォーク連盟

事業名：ノルディック・ウォーク県民公開講座

【事業概要】

健康寿命延伸のために必要とされている適切な運動として、誰もが簡単に取り組めて、

運動効果も高いノルディック・ウォーク（※）の普及を目的とした講座を開催する。

※ノルディックポールを使ったウォーキングで全身運動の効果が高いエクササイズ

【活動実績】

１．ノルディック・ウォーク県民公開講座

   誰でも出来て継続しやすく、健康寿命延伸にも効果的と言われるノルディック・

ウォークの普及を目指して「ノルディック・ウォーク県民公開講座」を開催。

(1)開催日時：１２月１６日（日）13:15～17:00

(2)会  場：鹿児島県民交流センター

(3)参加者数：８０名

(4)講演内容：①内田勝之氏（大分県ノルディック・ウォーク連盟理事）による「新しい

公共～ノルディック・ウォーク普及活動がもたらす効果」（産学官民の

協力の必要性）

②瀬戸上健二郎医師による「Dr.コトー船上の手術は本当？甑島救急と信

頼関係」（歩行と健康の関係）

③東川隆太郎氏（特定非営利活動法人まちづくり地域フォーラム・かごし

ま探検の会）の「ＮＨＫ大河ドラマ“西郷どん”の舞台裏と城山周辺史

跡」（まち歩きの魅力）

の３講演を開催。

○グッジョブ！探検隊実行委員会

事業名：体験型まち歩き事業 グッジョブ！探検隊

【事業概要】

地域活性化や教育事業として、まちの資源（歴史、文化、人材）を発掘するまち歩きや

まちの仕事の職業体験を行う体験型まち歩き事業「グッジョブ！探検隊」を実施する。

【活動実績】

１．体験型まち歩き事業「グッジョブ！探検隊」の実施

子ども達による報告書の発表により、地元愛や職業観を育むことができたほか、保護

者にとっては、多様な職業を見る・理解する機会となった。
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また、商店街等：実行員会が町内会やあいご会等とのつなぎの役割を担い、地域連携・

活性化のきっかけづくりとなった

(1)実施日時：11 月 17 日（土）10:00～15:00

(2)実施場所：易居町周辺

(3)参加者数：21 名


