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（2）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 

7 月 1 日（土) 
Holy Family Canossian  College 

（香港） 
46 日本文化体験（着付） 

12月25日(月) 

～12月29日(金) 
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）、ホームステイ 

3月15日(木) 
鹿児島情報ビジネス公務員専門学校 

(KBCC) 日本語研修生（ベトナム） 
2 日本文化体験（着付） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本語・日本文化研修 

ホームステイで門松作り（江陵原州大学校日本学科） 

Holy family Canossian college（香港） 

） 

KBCC 日本語研修生（ベトナム） 

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）や民間の国際交流・協力団体が招聘するアジア、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を支援する国際協力の事業です。 

 

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 29 年 7 月 26 日（水）～ 8月 2日（水） 

研修者：中南米の農業関係者 14 名（アルゼンチン、ボリビア、チリ、コロンビア、コスタリカ、 

キューバ、ドミニカ共和国、エルサルバドル、グアテマラ、ニカラグア、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／団体名 内容 

7 月 26 日（水） 坂元醸造株式会社 農産物加工、有機黒酢 

7 月 27 日（木） 
鹿児島有機生産組合 鹿児島有機生産組合について 

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 

7 月 28 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 29 日（土） 農家ホームステイ 
農家の生活体験、意見交換会 

7 月 30 日（日） 農家ホームステイ 

7 月 31 日（月） カピックセンター 自主研修 

8 月  1 日（火） 
鶴峰地区生活改善センター 野菜調理実習、吾平山陵加工グループ 

元気印の菜園畑 農家民宿視察 

8 月  2 日（水） 
大崎町住民環境課 大崎町のリサイクルシステム 

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 研修員等の受け入れ 

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（ブラジル／グリーンツーリズム） 

期 間：平成 29 年 10 月 7 日（土）～ 11 月 2 日（木） 

研修者：2名（日系ブラジル） 

研修スケジュール 

日程 研修場所／団体名 内容 

   10/7 （土） カピックセンター 宿泊オリエンテーション 

10/8 （日） 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 

10/9 （月） カピックセンター 自主研修、日本文化体験（日本料理） 

10/10（火） 高隈、カピックセンター 高隈地区高齢者運動会、日本文化体験（着付け） 

10/11（水） 
鹿屋市役所 鹿屋市におけるグリーンツーリズム 

串良オレンジパーク みかん狩り、観光農園 

10/12（木） 霧島、高千穂牧場 霧島視察、ソーセージ作り体験 

10/13（金） 
かのやバラ園 ばらをいかした街づくり、グリーンツーリズム企画 

鹿屋市内 直売所、農家レストラン 

10/14（土）-10/15（日） 錦江町、曽於市 グリーンツーリズム体験（みちくさツアー参加） 

10/16（月） カピックセンター 自主研修、日本文化体験（茶道） 

10/17（火） カピックセンター 自主研修 

10/18（水）-10/19（木） 元気印の菜園畑 農家民宿体験 

10/20（金） 
FM かのや ラジオ出演 

カピックセンター 鹿屋市立鶴峰小学校交流 

10/21（土） リナシティ鹿屋 ボランティアフェスタ 

10/22（日） 鹿児島市内 桜島、道の駅、環境未来館 

10/23（月） 鹿児島市観光農業公園 農業体験 

10/24（火）-10/25（水） 
生出湧水ふぁーむたかはし 

雲をたがやし月に種まき 
農家民宿体験（個別） 

10/26（木） 
加連川造園、鶴田製茶 育苗、お茶の手もみ体験（個別） 

坂元醸造株式会社 黒酢視察 

10/27（金）-10/28（土） 水たまり・はな 農家民宿体験 

10/29（日） 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（月） カピックセンター 自主研修 

10/31（火） カピックセンター アクションプラン作成 

11/1 （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 

11/2 （木） 出発 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
民泊体験（水たまり・はな） 

みちくさツアー（伝統お菓子作り体験） 串良オレンジパーク 

鹿児島市観光農業公園 
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JICA 青年研修（カンボジア／地域保健医療実施管理） 
期 間：平成 29 年 10 月 20 日（金）～ 11 月 3 日（金） 

研修者：13 名（カンボジアの保健医療関係者） 

内 容：講義、保健医療関連機関の訪問、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／団体名 内容 

10 月 20 日（金） カピックセンター 宿泊オリエンテーション 

10 月 21 日（土） カピックセンター 研修オリエンテーション、課題整理ワークショップ 

10 月 22 日（日） カピックセンター 日本、鹿児島の保健医療制度（鹿児島大学 嶽﨑俊郎教授） 

10 月 23 日（月） 
鹿児島県庁 鹿児島県における地域保健医療 

鹿屋市保健相談センター 鹿屋市における地域保健医療、大隅広域夜間急病センター 

10 月 24 日（火） 肝付町立病院 肝付町立病院、岸良診療所の運営と地域医療 

10 月 25 日（水） 
鹿児島県看護協会 看護師、保健師の能力向上 

鹿児島市内 自主研修 

10 月 26 日（木） 県民総合保健センター 健康診断視察、病気予防と健康診断 

10 月 27 日（金） 鹿児島中央助産院 母子保健と助産師、助産院の運営 

10 月 28 日（土） 各家庭 ホームステイ 

10 月 29 日（日） 各家庭 ホームステイ、ホストファミリーとの意見交換 

10 月 30 日（月） 

鹿屋看護専門学校 看護師の育成 

県民健康プラザ鹿屋医療セ

ンター 
地域医療の拠点施設 

10 月 31 日（火） 

鹿屋市立寿小学校 学校保健、給食、清掃 

県民健康プラザ健康増進セ

ンター 
健康増進のための施設 

11 月  1 日（水） カピックセンター アクションプラン作成 

11 月  2 日（木） 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 

11 月  3 日（金） 出発 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

       

 

 

 

 

 

 

肝付町立病院 

公益財団法人県民総合保健センター 

県民健康プラザ鹿屋医療センター 

鹿児島中央助産院 
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JICA 課題別研修（農民参加による農業農村開発） 
※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 29 年 11 月 13 日（月）～11 月 19 日（日） 

研修者：農業、農村振興関係者 6名 

（アフガニスタン、アルメニア、パキスタン、東ティモール、マダガスカル） 

内 容：農業、農村関連の講義、施設見学、農家インタビュー、関係者との意見交換 

研修スケジュール 

日程 研修場所／団体名 内容 

11 月 13 日（月） 高千穂牧場 畜産の 6次産業化、アイスクリーム作り体験 

11 月 14 日（火） 
大隅地域振興局 大隅地域の農業、農村開発 

鹿屋市役所 鹿屋市の農産物加工、6次産業化、加工所視察 

11 月 15 日（水） 
道の駅錦江にしきの里 道の駅の機能と役割 

鶴峰地区生活改善センター 農村女性の活動、生活改善、収入創出など 

11 月 16 日（木） 鹿屋市高隈地区 住民によるコミュニティ開発、水管理システム、直売所 

11 月 17 日（金） 垂水市大野地区 特産品を生かした農村振興、グリーンツーリズム 

11 月 18 日（土） 垂水市大野地区 農家インタビュー、地域住民との意見交換、交流 

11 月 19 日（日） 出発  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミャンマー農業研修 

一般財団法人日本友愛協会が受け入れた研修員を対象として農業研修を実施しました。 

期 間：平成 29 年 5 月 14 日（日）～ 6月 13 日（火） 

研修者：ミャンマー 3名 

内 容：農業全般、サツマイモ栽培、農産物加工、マーケティング 

 

アイスクリーム作り体験 道の駅錦江にしきの里 

住民との意見交換会（大野地区） 農家インタビュー（大野地区） 
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研修スケジュール 

日程 研修場所／団体名 内容 

   5/14（日） カピックセンター 宿泊オリエンテーション 

5/15（月） カピックセンター 研修オリエンテーション、サツマイモ概要 

5/16（火）-5/17（水） 澁谷食品株式会社 サツマイモ栽培、加工 

5/18（木）-5/19（金） 株式会社オキス 野菜栽培、加工 

5/20（土） 鹿屋市内 農産物直売所、サツマイモ料理、かのやバラ園 

5/21（日） カピックセンター 自主研修 

5/22（月） 有限会社安藤製茶 お茶栽培、加工 

5/23（火）-5/24（水） ハマダ商事有限会社 米、野菜、サツマイモ栽培 

5/25（木） カピックセンター 錦江町立田代小学校交流 

5/26（金） 
やねだん サツマイモ加工と地域おこし 

大海酒造株式会社 サツマイモ加工（焼酎） 

5/27（土） 
垂水道の駅 農産物直売所 

坂元醸造株式会社 農産物加工 

5/28（日） カピックセンター 自主研修、「意外と美味しい！？虫グルメ」 

5/29（月） 加連川造園 野菜栽培 

5/30（火） 大隅半島農林文化村 サツマイモ栽培、加工、販売 

5/31（水） NPO 法人森人くらぶ サツマイモと地域おこし 

6/1 （木） 
鹿児島県庁 表敬訪問 

鹿児島大学農学部 有畜複合農業 

6/2 （金） 鹿児島大学農学部 入来牧場 有畜複合農業、土着菌 

6/3 （土） ミンガラーバー地湧の会 ミャンマー教育支援団体との交流 

6/4 （日） 鹿児島市内 自主研修 

6/5 （月） 鹿児島市内、桜島 桜島、道の駅 

6/6 （火） 吉田自然農園 野菜栽培 

6/7 （水） 
カピックセンター 日本文化体験（着付け） 

大隅加工技術研究センター 農産物加工 

6/8（木）～6/9（金） 元気印の菜園畑 農家民泊、グリーンツーリズム、野菜栽培 

6/10（土） 
高隈地区コミュニティ協議会 田植えイベント 

カピックセンター ふりかえり、アクションプラン作成 

6/11（日）～6/12（月） カピックセンター 自主研修 

6/13（火） カピックセンター 研修報告会、記念植樹、閉講式 

 

   

   

 

澁谷食品株式会社 大隅加工技術研究センター 

ハマダ商事株式会社 やねだん 


