平成２８年度 鹿児島県アジア・太平洋農村研修センター（カピックセンター）の主な利用団体
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研修内容・目的

鹿屋市立花岡小学校1年生・2年生

春の一日遠足（体験学習）

鹿屋市立笠之原小学校6年生

校外学習（秋の一日遠足）

鹿屋市立吾平小学校2年生

秋の１日遠足

鹿屋市立細山田小学校

秋の１日遠足

鹿屋市立鹿屋小学校3年生

１日遠足での見学および体験学習

鹿屋市立寿小学校2年生

国際理解プログラム受講

鹿屋市立大黒小学校

教員研修

鹿屋市立串良小学校２年生学級レクリエーション

学級レクリエーション

志布志市立香月小学校2年生

秋の校外遠足実施

志布志市立尾野見小学校１年生～４年生

春の１日遠足（体験学習）

東串良町立池之原小学校2年生

秋の１日遠足

錦江町立大根占小学校2年生

秋の１日遠足

錦江町立池田小学校PTA

PTA研修視察

曽於市立恒吉小学校家庭教育学級

家庭教育学級研修視察

曽於市立財部北小学校家庭教育学級

国際理解研修および親子のふれあい活動

熊本県菊池市立菊池北小学校

第３回九州親善ドッジボール大会参加

鹿屋市立輝北中学校 1年生

集団宿泊学習

鹿屋市立細山田中学校 1年生

集団宿泊学習

南大隅町立第一佐多中学校 1年生

集団宿泊学習

南大隅町立根占中学校 1年生

集団宿泊学習

錦江町立錦江中学校

特別支援学級合同校外学習

東串良町立東串良中学校

校外学習 国際理解教育研修

大口明光学園中学校

国際理解研修

鹿児島県高文連国際交流専門部

Oxford大学生や他の高校生との交流、コミュニケーション能力の向上

宮崎県高等学校文化連盟

第20回ユネスコ研修セミナー、第18回ディベート大会

学校法人前田学園 鹿屋中央高等学校 吹奏楽部

吹奏楽部 強化合宿

鹿児島県立川内高等学校 漕艇部

競技会参加、合同練習

鹿児島県立川内商工高等学校 ボート部

競技会参加、合同練習

鹿児島県鹿屋農業高校ボート部

新人強化合宿

鹿児島県立鹿屋工業高等学校ボート部

ボート部合宿

鹿児島県立大島北高等学校カヌー部

全九州高等学校総合体育大学 カヌー競技

鹿児島県立錦江湾高等学校女子バレーボール部

バレーボール合宿

鹿児島県立川辺高等学校バレーボール部

バレーボール合宿

鹿児島玉龍高等学校女子バレーボール部

バレーボール合宿

鹿児島城西高等学校女子バレーボール部

バレーボール合宿

宮崎学園高等学校女子バレーボール部

バレーボール合宿

宮崎第一高等学校バレーボール部

バレーボール合宿

小林西高等学校女子バレーボール部

バレーボール合宿

佐賀学園高等学校女子バレーボール部

バレーボール合宿

長崎女子高等学校女子バレーボール部

バレーボール合宿

大分県立大分商業高等学校ソフトボール部

ソフトボール研修会

鹿児島県立串木野高等学校 バスケットボール部

部活動遠征による宿泊

鹿児島大学 教育学部

ワークショップ研修（鹿児島大学教育学部授業科目「生涯教育実習Ⅰ」）

鹿児島大学・宮崎大学合同研修交流会

土壌肥料学研究室交流会

鹿屋体育大学自転車競技部

鹿屋体育大学・韓国体育大学自転車競技部第4回交流事業

宮崎大学工学部

学外研修

長崎純心大学女子バレー部

九州地区大学体育大会・バレーボール競技参加

江陵原州大学校

2016年度江陵原州大学（韓国）鹿児島研修団

鹿屋体育大学

第4回鹿屋体育大学国際スポーツアカデミー

鹿屋市立鹿屋看護専門学校

香港大学生との異文化交流

高隈保育園

マカオ大学生との七夕交流

本蔵塾

勉強合宿

iBS外語学院

新入生同士の交流、表現力育成

鹿児島県海外子女教育・国際理解教育研究協議会

鹿児島県海外子女教育・国際理解教育研究協議会 大隅ブロック研修会

インターウニ西日本委員会

ドイツ語ゼミナール「インターウニ西日本2016」

寿敬心学童育成クラブ

宿泊学習

東麓子ども会

子ども会レクリエーション

出水市ウッドタウン子ども会育成会

館外活動

大日本ランゲージクラブ

国際理解を深めるためのプログラムイベントの実施

太陽ハローズ英会話教室

デイスクール・異文化体験

平成２８年度 鹿児島県アジア・太平洋農村研修センター（カピックセンター）の主な利用団体
＊青字は外国人を対象とした研修
分類

民間企業

平成28年4月～平成29年3月
利用団体名

研修内容・目的

株式会社ジャパンファーム

会議

康正産業株式会社

主任資格候補者研修

森林総合技術コンサルタント

九州森林管理局より受注した台風による林道災害業務

エムエフエス株式会社

食品衛生研修、業務指導

虫央堂

自主事業 昆虫採集イベント2016 講師

ダンススタジオエナジー

お互いの交流、ダンスの練習等
平成28年度 海外技術研修員 基礎研修 （ブラジル、ドミニカ共和国、中国）
平成28年度 海外学生日本語・日本文化研修 （マカオ大学）
平成28年度 海外学生日本語・日本文化研修 （香港中文大学）

鹿児島県 観光交流局 国際交流課
（研修実施団体は鹿児島国際交流協力センター）

平成28年度 海外学生日本語・日本文化研修 （香港大学）
平成28年度 海外学生日本語・日本文化研修 徳成女子大学校（韓国）
平成28年度 海外学生日本語・日本文化研修 群山・全州大学校（韓国）

地方自治体など

平成28年度 ALT日本語・日本文化研修
鹿児島県監査委員事務局

KAPIC監査

鹿屋市選挙管理委員会

参議院議員通常選挙及び鹿児島県知事選挙の投票所

高隈地区交流促進センター

ペットボトルいかだづくり及び体験

鹿屋市輝北コミュニティーセンター

輝北町高齢者学級生研修

肝付町有明地区公民館

公民館・長寿大学における研修
JICA地域別研修 中南米地域 持続可能な環境保全型農業による小模農民支
援・農業技術普及手法

JICA国別研修 ブータン 果樹栽培管理（落葉果樹、柑橘類）
国際協力機構 （JICA）

JICA青年研修 ブータン体育教育
JICA日系研修 グリーンツーリズム（アルゼンチン）
JICA日系研修 農産物加工とマーケティング（ブラジル）

国際交流・協力団体 公益社団法人 青年海外協力協会（JOCA）
鹿児島県青少年国際協力体験事業実行委員会

スポーツ団体

福祉団体

その他団体

青年海外協力隊 コミュニティ開発 技術補完研修
平成28年度 鹿児島県青少年国際協力体験事業 第2回事前研修

いっしょき学校を作いもんそ会

カンボジア現地体験ツアー事前研修会

バングラデシュの会

バングラデシュ留学生のお別れ会

イスパムンド

世界7ヶ国食べ歩きフェスタへの協力

鹿児島国際交流協力センター

自主事業実施（国際交流イベント、セミナーなど）

River Sports Club

カヌー大会

大隅湖バス愛好会

バスフィッシングトーナメント開催

鹿児島県高等学校体育連盟カヌー競技専門部

平成28年度鹿児島県高等学校総合体育大会カヌー競技大会、平成28年度鹿児島
県小学校・中学校春季カヌー大会

鹿児島県ボート協会

鹿児島県ボート国体代表候補合宿

福岡西シューティングスターズ

小学生ソフトボール交流会（鹿屋交流大会出場）

アダプテッドスポーツかのや

学童の遠足（国際理解プログラム受講）

はやと太陽の子

レクリエーション

NPO法人 愛・あいネット

放課後等ディサービスでの外部施設見学・研修

NPO法人にじ こども発達相談センターにじいろ

放課後等ディサービスの利用児（小学生）の遠足

医療法人大徳会 桜ヶ丘病院

秋の１日遠足

グループホーム元気

地域運営推進会議・敬老会のお食事会

ディサービスツナグ鷹尾

国際理解プログラム受講

フォルティシモ

社会学習（他国文化にふれる）

公益社団法人 鹿屋青年会議所

青少年育成事業

昭南硬筆倶楽部

硬筆コンクール練習会

サザンウィンド吹奏楽団

定期演奏会 合宿

姶良青梅会

施設見学、周辺・民族館でのスケッチ

大隅やまなみ俳句会

俳句会

垂水市水之上小学校同窓会

大隅地方の自然と景勝地を巡る

福老会

福老会研修

若葉会

サークル親睦会

鹿児島県アジア・太平洋農村研修センター（カピックセンター）
〒893-0131 鹿児島県鹿屋市上高隈町3811-1
TEL:0994-45-3288 FAX:0994-45-3258
http://kapic.jp/

