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 元年度は、１１団体へ補助金を交付しました。 

 

○特定非営利活動法人 鹿児島インファーメーション 

事業名：「みんなの夢・かごしまの夢、プログラミングでかなえよう！第１回キ

ッズプログラミング鹿児島大会開催事業」 

【事業概要】 

２０２０年より初等教育においてプログラミング教育必修化に伴う、学校授業の補完的

な役割や、より意欲的にプログラミング制作に取り組み、切磋琢磨できる環境・機会の提

供を行うため、鹿児島で初開催となる、「鹿児島キッズプログラミングコンテスト」を実施

する。 

【活動実績】 

１．コンテストの開催 

  鹿児島在住の小学１年生～中学３年生を対象に作品を募集。 

(1)実施時期：７月 1 日～９月１８日 

(2)参 加 費：無料 

(3)応募総数：１５４作品 （※目標数１００作品） 

(4)入賞作品数：２０作品 

２．表彰式 

(1)実 施 日：令和２年２月１５日（土） 

(2)場   所：鹿児島大学学習交流プラザ２階学習交流ホール 

(3)参加者数：約１５０名 

(4)内  容：賞状授与式及び上位入賞者９名によるプレゼンテーション大会 

 

 

○特定非営利活動法人 かごしま地域健康支援工房 

事業名：「生涯現役カフェ開催によるつながり創出事業」 

【事業実施】 

住民同士のつながりが希薄で、高齢者の見守りや地域支え合い活動が必要とされている

鴨池地区の遊休スペースにおいて、コミュニティカフェを定期的に開催し、地域のつなが

りを創出するほか、長寿あんしん相談センター等との連携によるフレイル高齢者等の早期

発見・早期介入につながる仕組みづくりを行う。 

【活動実績】 

令和元年度「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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１．コミュニティカフェ（生涯現役カフェ）の開催 

(1)実施日時：１０月２４日、１１月２８日、１２月２５日、１２月２６日、 

１月９日、１月２３日、２月１３日、２月２７日 

※いずれも 9:00～17:30 

  (2)実施場所：七福さくら薬局（株式会社さくらホスメディカル） 

(3)参加者数：計５０名 

(4)内  容：①生涯現役チェック（体力測定、認知機能測定、健康相談） 

       ②運営ボランティアによる傾聴 

       ③参加者同士のおしゃべり 

       ④イベント開催 

 

  

○特定非営利活動法人 マンガプロジェクト鹿児島 

事業名：「若手作家（漫画家・イラストレーター）と企業のマッチング事業」 

【事業概要】 

若手世代が鹿児島に定着しないことや県内の若手作家でも制作可能な仕事が県外に発注

されている地域課題に対し、若手作家（漫画家・イラストレーター）と企業経営者のマッ

チング及び企業漫画に特化した作家による業績アップセミナーを開催する。 

【活動実績】 

１．作家と企業のマッチングイベント 

(1)実施日時：１０月３１日(木)18:00～20:30 

(2)実施場所：「mark MEIZAN」 

(3)参加者数：３１名 

 (4)内  容： 

  ①企業漫画に特化した作家による漫画活用セミナー 

  ②地元企業による漫画活用事例紹介 

  ③作家と企業の交流会 

    

 

○特定非営利活動法人 フードバンクかごしま 

事業名：「次世代につなげる食品ロス削減の地域づくり事業」 

【事業概要】 

地域住民が食品ロス削減について「知り」「学び」「取組む」につながるためのセミナー

等を開催するほか、シェアリングエコノミーを構築するために必要な体制づくりに向けた

意見交換会を開催する。 

【活動実績】 

１．食品ロス削減に向けたセミナー等の開催（全２回） 

(1)「食品ロスの現状と削減に向けた取り組み」 
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①開催日時：１１月２５日（月）18:00～20:00 

②開催場所：ブレインズスタジオ 

③参加者数：２２名 

④内  容：食品ロスの現状の説明と削減の取り組みの事例紹介及びワークショップ

による食品ロス削減案の意見交換 

(2)「飲食店での食品ロスと自分たちでできること」 

①開催日時：１２月１２日（木）18:30～20:30 

②開催場所：ブレインズスタジオ 

③参加者数：１８名 

④内  容：飲食店での食品ロスについて説明及び自分たちでできることについてワ

ークショップ 

２．シェアリングエコノミーの構築するために必要な体制づくり意見交換会の開催 

①開催日時：１２月２０日（金）18:30～20:30 

②開催場所：ブレインズスタジオ 

③参加者数：２２名 

④内  容：飲食店と利用者（学生）との食品ロス削減について意見交換会及びお互

いが連携できる方法についての情報共有 

３．食品ロス削減啓発チラシの作成と配布 

飲食店の利用者向けの食品ロス削減啓発チラシを 3000 枚作成し、騎射場地区の飲食

店へ配布。配布後、効果についてのヒアリング調査を実施。 

４．事業報告会の開催 

①開催日時：３月２３日（月） 

②開催場所：ブレインズスタジオ 

③参加者数：１０名 

④内  容：本事業の取り組みの成果について各関係者へ報告及び事業の反省点と今

後の取り組みについて報告 

 

 

○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・ウォーク普及事業」 

【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体験会及び公開講座を開催す

る。 

【活動実績】 

１．「ノルディック・ウォーク in 桜島」の開催 

  (1)実施日時：９月２９日(日)9:30～12:30 

(2)実施場所：鹿児島市桜島溶岩なぎさ遊歩道一帯 
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   (3)参加者数：65名 

(4)内  容：桜島にて初開催。Aコース（約 8.5km）、B コース（約 5.6km） 

2  「ノルディック・ウォーク県民公開講座」の開催 

(1)実施日時：11 月２4日（日） 

(2)実施場所：鹿児島県民交流センター及び城山周辺 

   (3)参加者数：80名 

(4)内  容：２名の講師による講演の後、城山周辺の西郷隆盛関連史跡巡りの実技体

験会を開催 

 

 

○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」 

【事業概要】 

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】 

  鹿児島市民福祉プラザで毎週土日に行っている「ひだまりカフェ」の中で、月に一度「不

登校・ひきこもり相談会」を開催するほか、秋に「不登校・ひきこもり支援講演会・相談

会」を開催し、当事者と支援者がこれからのことを共に考える機会を作った。 

１．個別相談会の実施（年間９回開催） 

(1)実施日時：７月１３日、８月１０日、９月２２日、１０月５日、１１月２日、 

１２月１日、１月４日、２月１日、３月１日 

※いずれも 10:00～13:30  

(2)対 象 者：不登校・ひきこもりに悩む子どもとその保護者 

(3)相談者数：計１０８名 

２．対策講演会の実施 

(1)実施日時：９月２２日（日）10:00～12:00 

(2)対 象 者：不登校・ひきこもりに悩む子どもとその保護者 

(3)来場者数：計３４名 

 

 

○特定非営利活動法人 らんらんらん 

事業名：「多様なコミュニケーションツールでの地域交流事業」 

【事業概要】 

高齢者の孤立化を防ぐため、風土にあったコミュニケーションツール（絵手紙とリズム

ライフ）を活用した交流により、心と身体の健康維持を図る地域交流事業を実施する。 

【活動実績】 
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１．絵手紙というアイテムを使った交流（全２回開催） 

(1)吉田地区（宮校区） 

①実施日時：１０月５日（土）14:00～15:00 

②場  所：吉田地区宮校区コミュニティセンター 

③参加者数：２８名 

(2)玉里台地区（伊敷台６丁目） 

①実施日時：１２月２１日（土）13:00～14:00 

②場  所：玉里台集会所 

③参加者数：３２名 

２．リズムライフによる交流（全３回開催） 

 (1)玉里台地区（伊敷台６丁目） 

①実施日時：１１月２日（土）14:00～15:00 

②場  所：玉里台集会所 

③参加者数：３６名 

(2)吉田地区（宮校区） 

①実施日時：１月６日（土）14:00～15:00 

②場  所：吉田地区宮校区コミュニティセンター 

③参加者数：３１名 

(3)吉田地区（宮校区） 

①実施日時：２月１５日（土）14:00～15:00 

②場  所：吉田地区宮校区コミュニティセンター 

③参加者数：３８名 

 

 

○つくる学校 

事業名：「ココロをくすぐる×ジブンをひらく自己表現のためのレッスン（仮称）」 

【事業概要】 

鹿児島では国内外で活躍する優れた芸術家が紹介される機会が少ないほか、経済的事情

により、感性や心を育む文化芸術に触れる機会が限られる家庭が多い。そのような現状を

踏まえ、子どもや若者たちが参加できる芸術文化を通した「地域の課題解決」「自己を表現

する」ための人材育成が必要であると考え、文化芸術を通した自己表現を引き出すための

プログラムを開催する。 

【活動実績】 

  鹿児島市の子どもや若い世代の人材育成のために、文化芸術を通した自己表現を引き出

すためのプログラムを開催。講師に美術界の第一線で活躍されている高嶺格氏を招き、演

劇的要素を用いた身体ワークショップを開催。 

１．ワークショップ 

(1)開催日時：１２月１４日（土） 
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       １回目 14:30～16:30  ２回目 18:00～20:00 

(2)開催場所：宝山ホール（多目的ルーム） 

(3)参加者数：２８名（１回目１２名、２回目１６名） 

 

 

○特定非営利活動法人 心のバリアフリー仲間 

事業名：「バリアフリー交流フェス」 

【事業概要】 

ひきこもりがちな障がい者、高齢者と留学生に田舎の風景を音楽交流等により、お互い

にふれあってもらう社会参加のイベントを開催し、バリアフリーに対する認識・必要性を

高める。 

【活動実績】 

  障がい者が地域住民や外国人との交流を深め、「社会との共生意識」を育むために、安全

で楽しく音楽交流・野外炊飯・キャンプ体験・グランドゴルフを行った。 

１．キャンプ体験等の開催 

 (1)実 施 日：９月１５日（日）10:00～１６日（月）10:00 

(2)実施場所：八重山公園キャンプ場 

  (3)参加者数：50 名 

  (4)内  容：音楽交流、野外炊飯等 

２．音楽交流やグランドゴルフ等の開催 

 (1)実 施 日：１０月２７日（日）9:00～15:00 

(2)実施場所：旧吉利小学校（日置市） 

  (3)参加者数：４３名 

  (4)内  容：グランドゴルフ、乗馬体験、野外炊飯、音楽交流等 

 

 

○ＡＳＯＢＢＡはらっぱの芸術学校 

事業名：「はらっぱゼミ」 

【事業概要】 

児童の健全育成、長期休暇中の児童の安全、高齢者の生きがいづくり等の課題を解決す

るために、郡山地域における里山の豊かな自然と人的財産（地域の高齢者）を生かした自

然体験・芸術体験のゼミを開催する。 

【活動実績】 

１．はらっぱゼミの実施 

(1)日  時：８月１６日～２４日 

(2)場  所：郡山常盤公園内ASOBBAはらっぱの芸術学校 

(3)参 加 者：小学１年～６年生の計３０名 

(4)広  報：チラシ１万枚作成。市内北地域から中央地域１７小学校に配布。 
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(5)内  容：各講座にほかに、仲間作りのためのコミュニケーションワークショップ、

里山の自然についての学習や川遊びなどの自然体験活動、自分の昼食とし

ておにぎりと茶ぶしを作るほか、竹そうめん流しの体験を実施。 

 

 

○特定非営利活動法人 ファーマーズボーダー 

事業名：「農村地域における地域活性を目指す『社会起業の可能性を探るワーク

ショップ』開催事業」 

【事業概要】 

農業従事者の高齢化をはじめ、鹿児島市郊外の過疎化にもつながる後継者不足、地域力

の低下を解決するために農業等を通じた地域体験・体感を含めた多様な参加者による多角

的な視点からワークショップを開催する。 

【活動実績】 

１．地域を知るワークショップの実施 

(1)開催日時：９月７日（土）10:00～15:00 

(2)会  場：鹿児島市郡山地域 

(3)内  容：郡山地域における地域資源を語り部とともに巡り、現地調査や地域力など

を探るワークの実施。 

２．ワークショップ（トーク＆マッチングセッション）の実施 

(1)開催日時：１１月１２日（火） 

(2)会  場：「mark MEIZAN」 

(3)内  容：地域活性化の手法や起業のヒントなどのトークセッション、提案作成に向

けた具体的な事業素案作りを実施。 

(4)参加者数：１５名 

３．ワークショップ（事業振り返りと今後の活動の方向性）の実施 

(1)開催日時：２月２２日（土） 

(2)内  容：事業振り返りと今後の展開についてトークセッションを実施。 

(3)参加者数：１０名 

 

 


