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（2）国際協力 

 

 

県民の国際協力への参加を促進するために、青年海外協力隊やシニア海外ボランティアなどに

関心を持つ方々を対象に、国際ボランティア養成講座を開催しました。 

 

実施日：平成 28 年 10 月 22 日（土）～ 10 月 23日（日）1泊 2日 

参加者：青年海外協力隊の志望者              2 名 

シニア海外ボランティアの志望者      1 名 

国際ボランティア経験者        12 名 

内 容：青年海外協力隊、シニア海外ボランティア事業の概要説明 

国際ボランティア経験者の体験談 

国際ボランティア経験者との交流会 

個別カウンセリング 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際ボランティア養成講座 

個別カウンセリング 

青年海外協力隊の体験談 国際ボランティア事業の概要説明 

交流会 

参加者の感想 

・いろいろな国や職種の話が聞けて、とても面白かったです。安全や自分の将来についてもいろい

ろな考え方を知ることができました。 

・たくさんの OB・OG の方が丁寧にいろいろなことを教えてくださり、漠然と考えていた国際ボラン

ティアとしての生活がより鮮明となって、かなり前向きな気持ちになれました。 

・詳細にわたって疑問が解決できてよかったです。 
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（3）外国人研修生の受け入れ 

 

 

 

海外からの訪問団を受け入れ、日本や鹿児島を体験していただくことによって鹿児島の魅力を

世界に伝えるとともに、交流会やホームステイを通して相互理解を深める事業です。鹿児島を訪

問した海外の青少年を対象に、日本文化体験や交流の機会を提供しました。 

 

実施日 団体名（国名、テーマなど） 人数 内容・訪問先 

9月 8日(木) 

～10月28日(金) 
鹿児島市研修生（中国・長沙市） 1 

日本語研修、日本文化体験（着付） 

小学校交流、運動会参加（高隈小中） 

など ※鹿児島県技研員と合同(P32) 

9月13日（火) 
第 4回鹿屋体育大学（NIFS） 

国際スポーツアカデミー（15 ヶ国） 
22 日本文化体験（茶道、着付） 

12月21日(水) 

～12月24日(土) 
江陵原州大学校日本学科（韓国） 10 

日本文化体験（着付、日本料理）、 

交流会（慈光園）、かのやばら園等 

1月11日(水) 

～ 1月20日(金) 

江陵原州大学校 

海洋分子生命科学科（韓国） 
7 

日本文化体験、学校交流など 

※徳成女子大学校と合同（P30） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本語・日本文化研修 

かのやばら園（江陵原州大学校日本学科） 

 着物着付体験（第 4回 NIFS） 

） 

茶道体験（第 4回 NIFS） 

慈光園交流（江陵原州大学校日本学科） 
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JICA（独立行政法人国際協力機構）が招聘するアジア、アフリカ、中南米などの開発途上国の

研修員を受け入れ、それぞれの国で必要とされている分野における日本の経験、技術の基礎的理

解をするための研修を実施しました。将来の国づくりを担う人材の育成に協力する事業です。 

 

JICA 研修（中南米地域 持続可能な環境保全型農業による小規模農民 

支援・農業技術普及手法） 
※有限会社アールディーアイが受託した研修コースの一部をカピックセンターで実施しました。 

期 間：平成 28 年 7 月 27 日（水）～ 8月 3日（水） 

研修者：中南米の農業関係者 16 名（アルゼンチン、ボリビア、コロンビア、コスタリカ、 

キューバ、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、

ニカラグア、パナマ、パラグアイ、ペルー、ベネズエラ） 

内 容：有機農業関連の講義、施設見学、関係者との意見交換、農家ホームステイ 

研修スケジュール 

日程 研修場所 内容 

7 月 27 日（水） 坂元のくろず壷畑 農産物加工、有機黒酢 

7 月 28 日（木） 
鹿児島県農業開発総合センター 県の試験研究機関の役割、有機農業の取り組み 

鹿児島有機生産組合 鹿児島有機生産組合について 

7 月 29 日（金） 鹿児島有機農業技術支援センター 有機農業の研修制度について、有機農業の圃場見学 

7 月 30 日（土） 農家ホームステイ 
農家の生活体験、意見交換会 

7 月 31 日（日） 農家ホームステイ 

8 月  1 日（月） カピックセンター 自主研修 

8 月  2 日（火） 
吾平地区生活改善センター 農村女性の活動、野菜調理実習 

元気印の菜園畑 農家民宿視察 

8 月  3 日（水） 
そおリサイクルセンター 大崎町のリサイクルシステム（大崎町住民環境課） 

そおリサイクルセンター有機工場 生ごみからの堆肥生産、循環型農業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JICA 研修員の受け入れ 

鹿児島県農業開総合センター 鹿児島有機生産組合（地球畑） 

そおリサイクルセンター有機工場 吾平山陵加工グループ 
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JICA 日系研修（アルゼンチン／グリーンツーリズム） 

期 間：平成 28 年 10 月 6 日（木）～ 11 月 3 日（木） 

研修者：日系アルゼンチン人 1 名 

研修スケジュール 

日程 研修場所 内容 

   10/6（木） カピックセンター 宿泊オリエンテーション 

10/7（金） カピックセンター 研修オリエンテーション、課題整理ワープショップ 

10/8（土） カピックセンター 自主研修 

10/9（日）-10/10（月） 肝付町内 グリーンツーリズム体験（みちくさツアー参加） 

10/11（火） 鹿児島市 鹿児島県観光連盟、仙巌園 

10/12（水） 
鹿屋市役所 鹿屋市におけるグリーンツーリズム 

かのやバラ園 ばらを活かした街づくり、グリーンツーリズム企画 

10/13（木） 垂水市大野地区 地域おこしとグリーンツーリズム 

10/14（金） 
串良オレンジパーク 観光農園の運営 

黒酢 特産品とグリーンツーリズム 

10/15（土） 高千穂牧場、霧島 ソーセージ作り体験、霧島視察 

10/16（日）-10/17（月） カピックセンター 自主研修 

10/18（火）-10/19（水） 元気印の菜園畑 農家民宿体験 

10/20（木） カピックセンター ふりかえりワークショップ 

10/21（金） 桜島、道の駅 桜島ガイドウォーク体験、道の駅視察 

10/22（土）-10/23（日） 鹿児島市 自主研修 

10/24（月） 水土利館、指宿 茶もみ体験、指宿視察 

10/25（火）-10/26（水） おじゃったもん亭 農家民宿体験 

10/27（木）-10/28（金） 朴の記 農家民宿体験 

10/29（土） カピックセンター ふりかえりワークショップ、アクションプラン作成 

10/30（日）-10/31（月） カピックセンター 自主研修 

11/1（火） カピックセンター アクションプラン作成 

11/2（水） カピックセンター アクションプラン発表、評価会、閉講式 

11/3（木） 出発 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
民泊体験（おじゃったもん亭） 

みちくさツアー（伝統お菓子作り体験） 高千穂牧場 

お茶の手揉み体験（水土利館） 
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JICA 日系研修（ブラジル／農産物加工とマーケティング） 

期 間：平成 28 年 11 月 10 日（木）～ 12 月 8 日（木） 

研修者：日系ブラジル人 1名 

研修スケジュール 

日程 研修場所 内容 

   11/10（木） カピックセンター 宿泊オリエンテーション 

11/11（金） カピックセンター 研修オリエンテーション、課題整理ワープショップ 

11/12（土） 霧島ヶ丘公園 鹿屋市農業祭り視察 

11/13（日）-11/14（月） カピックセンター 自主研修 

11/15（火） 鹿屋市役所、加工会社 
鹿屋市産業振興課、堀之内農園、鹿屋健康アグリ、

西之原商事、南国フラワープランツ 

11/16（水） 加工会社 アネット、坪水醸造、小鹿酒造、夢かのや 

11/17（木） 
高隈地区交流促進センター 農産物加工実習（味噌づくり） 

大隅加工技術研究センター 施設見学 

11/18（金） 大隅加工技術研究センター 講義：農産物加工と 6次産業化、農産物加工実習 

11/19（土） 農産物直売所、道の駅 農産物のマーケティング 

11/20（日）-11/23（水） カピックセンター 自主研修 

11/24（木）-11/25（金） オキス、おおのがら林業 農業生産、農産物加工実習 

11/26（土） カピックセンター ふりかえりワークショップ 

11/27（日） 鹿児島市 自主研修 

11/28（月） ウェルビューかごしま 鹿児島フードビジネス交流会視察 

11/29（火） 鹿児島県民交流センター 講義：パッケージとデザイン 

11/30（水） 青果市場、大隅森林組合 鹿屋青果市場視察、きのこ栽培 

12/1（木）-12/2（金） 元気印の菜園畑 農家民宿体験 

12/3（土） 花の木農場 農業生産、農産物加工と障害者支援 

12/4（日） カピックセンター ふりかえりワークショップ 

12/5（月） カピックセンター 自主研修 

12/6（火） カピックセンター アクションプラン作成 

12/7（水） カピックセンター アクションプラン発表、評価会、閉講式 

12/8（木） 出発 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大隅加工技術研究センター 農産物直売所 

農産物加工体験（オキス） 鹿児島フードビジネス交流会 
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JICA 青年研修（ブータン／体育教育） 
期 間：平成 29 年 1 月 17 日（火）～ 1月 31 日（火） 

研修者：10 名（ブータンの学校教員、体育教育関係者） 

内 容：講義、体育教育関連機関の訪問、関係者との意見交換、ホームステイ 

研修スケジュール 

日程 研修場所 内容 

1 月 17 日（火） カピックセンター 宿泊オリエンテーション 

1 月 18 日（水） カピックセンター 
課題整理ワークショップ 

講義：日本の保健体育教育（桐蔭横浜大学 佐藤豊教授） 

1 月 19 日（木） カピックセンター 講義：保健体育カリキュラム、指導案作成、保健教育 

1 月 20 日（金） 
鹿屋市教育委員会 教育長表敬、鹿屋市の教育、体育教育の現状 

鹿児島県教育委員会 教育次長表敬、鹿児島県の教育、体育教育の現状 

1 月 21 日（土） 各家庭 ホームステイ 

1 月 22 日（日） 各家庭 ホームステイ 

1 月 23 日（月） 

カピックセンター 研修ふりかえりワークショップ 

鹿屋市立西原小学校 西原小学校における体育教育、体育授業参観 

鹿屋市立第一鹿屋中学校 体育授業参観 

1 月 24 日（火） 鹿屋体育大学 体育実技（体操、ニュースポーツ、陸上） 

1 月 25 日（水） 
鹿屋体育大学 講義：生涯スポーツ、体育実技（エアロビックダンス） 

鹿屋市立鹿屋女子高校 学校概要説明、授業参観、部活動見学 

1 月 26 日（木） 
鹿児島大学付属中学校 学校概要説明、施設見学、授業参観 

鹿児島市内 自主研修 

1 月 27 日（金） 鹿児島県総合体育センター センター概要説明、体育実技（身体づくり運動）、施設見学 

1 月 28 日（土） 
高隈地区交流促進センター 高齢者グラウンドゴルフ 

鹿屋市第二武道館 青少年の健康づくり活動（NPO 法人健康づくりフォーラム） 

1 月 29 日（日） カピックセンター アクションプラン作成 

1 月 30 日（月） カピックセンター アクションプラン発表会、評価会、閉講式 

1 月 31 日（火） 出発 
 

 

 

     

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鹿児島県総合体育センター 

鹿屋市教育委員会 

鹿屋体育大学 

鹿屋市立西原小学校 
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JICA 国別研修（ブータン／果樹栽培管理） 

期 間：平成 29 年 1 月 13 日（金）～3月 8日（水） 

研修 A 果樹栽培管理（落葉果樹コース） 研修員１名 

   B 果樹栽培管理（柑橘類コース）  研修員１名 

内 容：農業関連機関の訪問、視察、実習、関係者との意見交換 

研修スケジュール 

日程 内容・訪問先・実習先 日程 内容・訪問先・実習先 

1/13 到着、宿泊オリエンテーション 
2/10 

日本文化体験（茶道） 

1/14 
研修オリエンテーション 県農業開発総合センター（大隅支場） 

課題整理ワークショップ 2/11 果樹視察（黒羽子農園）、花の木農場 

1/15 自主研修 2/12-13 自主研修 

1/16 県農業開発総合センター（本部） 2/14 ふりかえり、野菜普及員の活動 

1/17 
大隅地域振興局農林水産部  2/15 椎茸栽培（鶴丸農園）、果樹普及員の活動 

県農業開発総合センター（大隅支場） 
2/16 

A 果樹実習（さくら農園） 

1/18 県農業開発総合センター（垂水果樹部） B 果樹実習（有馬農園） 

1/19 JA そお鹿児島 
2/17 

A 果樹実習（二月田ブドウ園） 

1/20 県農業開発総合センター（北薩分場） B ダマスクの風、南大隅町アボカド研究会 

1/21 北薩視察 2/18 自主研修 

1/22 自主研修 2/19 かぎ引き祭り 

1/23 県農業開発総合センター（北薩分場） 2/20 自主研修 

1/24 果樹視察（有機栽培の橋口農園） 2/21-23 鹿児島大学農学部 果樹実習 

1/25 自主研修 
2/24 

A 果樹実習（クラシックブドウ浜田農園） 

1/26-27 果樹・野菜実習（元気印の菜園畑） B 自主研修 

1/28 自主研修 
2/25 

A 果樹実習（吉村観光農園） 

1/29 桜島大根コンテスト視察 B 果樹実習（NPO 法人陸の宝島） 

1/30 自主研修 
2/26 

A 自主研修 

1/31 
ふりかえり B 果樹実習（NPO 法人陸の宝島） 

県農業開発総合センター（大隅支場） 2/27 自主研修 

2/ 1 
有明農業歴史資料館 

2/28 
A 果樹実習（吉原果樹園） 

果樹視察（上野農園） B 果樹実習（安田農園） 

2/2-3 鹿児島大学農学部 
3/ 1 

A 野菜実習（加連川造園） 

2/ 4 果樹実習（フレッシュ吹上黒川農園） B 野菜実習（吉田自然農園） 

2/ 5 自主研修 
3/ 2 

A 野菜実習（沼田養鶏場） 

2/ 6 日本文化体験（着付け） B 果樹実習（又野農園） 

2/ 7 果樹視察（大崎地区、JAそお営農指導員） 3/3-4 自主研修 

2/ 8 
A 果樹実習（堀之内農園） 3/ 5 ふりかえり、アクションプラン作成 

B 果樹実習（紺屋農園） 3/ 6 アクションプラン作成 

2/ 9 
A 果樹実習（園畑果樹園） 3/ 7 アクションプラン発表、閉講式、壮行会 

B 果樹実習（丸山果樹園） 3/ 8 出発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
柑橘類コース 落葉果樹コース 


