平成２７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

平成２７年４月～平成２８年３月
利用団体名

鹿屋市立花岡小学校1年生・2年生

鹿屋市
小
学
校

垂水市
東串良町
志布志市
錦江町

鹿屋市
中
学
校

春の1日遠足

鹿屋市立高隈小学校1年生から4年生

春の1日遠足

鹿屋市立鹿屋小学校3年生

一日遠足での見学及び体験学習

鹿屋市立上小原小学校PTA

親子ふれあい活動

鹿屋市立細山田小学校4年生PTA

親子ふれあい活動

鹿屋市立東原小学校 家庭教育学級

第3回 東原わくわく塾 （家庭教育学級）

鹿屋市立寿小学校2年生

秋の１日遠足

鹿屋市立大黒小学校3,4年生

社会科見学

鹿屋市立吾平小学校2年生

国際理解研修

鹿屋市立東原小学校3,4年生

１日遠足

鹿屋市立笠野原小学校

１日遠足

鹿屋市立高須小学校5,6年生

エコバス学習

鹿屋市立大姶良小学校4年

校外学習における異文化理解

垂水市立新城小学校

秋の体験学習

東串良町立池之原小学校2年生

秋の１日遠足

志布志市立松山小学校

春の1日遠足における国際理解プログラム学習での利用

錦江町立大根占小学校2年生

秋の１日遠足 国際理解

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

鹿屋市立吾平中学校吹奏楽部

吹奏楽部練習のため

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

大口明光学園中学校

国際理解研修

南大隅町
伊佐市
出水市
都城市

学
校
／
教
育
機
関

研修内容・目的

出水市立出水中学校野球部

細山ライ田ー旗争奪中学校野球大会参加

都城市立祝吉中学校男子バスケットボール部

鹿屋工業高校で行われるバスケットボール試合参加のため

鹿児島県立川内高等学校 漕艇部

競技会参加、合同練習

鹿児島県立伊佐農林高等学校カヌー部

全国高等学校総合体育大会 鹿児島県予選会

鹿児島県立大島北高等学校 カヌー部

鹿児島県高等学校総合体育大会 カヌー競技

鹿児島県立出水工業高等学校 卓球部

遠征試合

鹿児島県立鹿屋農業高等学校

バレーボール合宿

鹿児島県立錦江湾高等学校

バレーボール合宿

鹿児島県立川辺高等学校

バレーボール合宿

鹿児島県立伊集院高等学校

バレーボール合宿

鹿児島県立大口高等学校サッカー部

鹿屋市サッカーフェスティバル参加

鹿児島県立大口高等学校

大学受験に向けての勉強合宿

鹿屋中央高等学校吹奏楽部

吹奏楽部 強化合宿

高校

鹿児島情報高等学校

「英語キャンプ」実施

楠南高等学校女子バスケットボール部

部活動合宿

宮崎県立高鍋高等学校ボート部

ボート部合宿

高千穂学園小林西高等学校

バレーボール合宿

佐賀学園高等学校

バレーボール合宿

宮崎県高等学校文化連盟

平成27年度「第19回ユネスコ研修セミナー並びに第17回ディベート大会」

鹿児島県高等学校体育連盟カヌー専門部

鹿児島総合体育大会カヌー競技大会

鹿児島大学 教育学部

鹿児島大学教育学部授業科目「生涯教育実習Ⅰ」

鹿児島大学農学部

ドイツ連邦共和国ロッテンブルク大学の日本の森林・林業研修

鹿児島大学農学部

西日本林業経済研究会（大隅地域における森林・林業に関する研修）

鹿児島大学農学部果樹園芸学研究室

鹿児島大学・宮崎大学農学部果樹園芸学研究室合同研修会

鹿児島大学農学部熱帯作物学研修室

国際理解

鹿児島大学・宮崎大学合同研修交流会

鹿児島大学・宮崎大学合同研修交流会

鹿児島国際大学

ゼミ合宿

鹿児島工業高等専門学校

9高専連携事業マレーシア・ペトロナス工科大学との双方向型学生交流

宮崎大学 塚本ゼミ

現代日本語の用例採集についての研修

九州大学

鹿児島県における森林資源管理の実態調査

沖縄大学男子バスケットボール部

遠征（全九州大学バスケットボールリーグ戦）

大学・専門学校

沖縄大学男子バレーボール部

平成27年度九州大学リーグバレーボール春季大会出場

九州工業大学

平成27年度九州大学リーグバレーボール春季大会出場

福岡県立大学

バレーボール大会

香港聖ステファンカレッジ音楽交流団

音楽交流

江陵原州大学校

2015年度江陵原州大学（韓国）鹿児島研修団

鹿屋体育大学

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

マカオ大学生との異文化交流

国見保育園

遠足

高隈保育園

香港・マカオ大学生との七夕交流

青葉・豊栄児童クラブ

国際理解プログラム

認定こども園おおぞら幼稚園

親子ふれあい活動

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2014」

誠学舎

勉強合宿

その他教育団体

本蔵塾

夏期合宿（勉強合宿）

株式会社 太陽スポーツクラブ

レクレーションを通しての異文化学習

平成２７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

平成２７年４月～平成２８年３月
利用団体名

日本モレックス合同会社

研修内容・目的
2015年 新卒者研修

康正産業株式会社

責任者資格候補者研修、主任資格候補者研修

株式会社 ジャパンファーム

HTS（健康鶏の解剖）勉強会、ブロイラー用飼料に関する会議

旅プロモおおすみ

夏休み体験バスツアーのため

垂水市立医療センター垂水中央病院

看護部新人日帰り研修

日本農産工業株式会社九州支店

戦略立案力強化研修

株式会社アイロード

長沢鼎の生涯とワインの夕べinかのや事前研修

民間企業

エムエフエス（株）

食品衛生研修のため

日本基礎技術株式会社 九州支店

高隈ダムにおける地質調査作業のため

アネット有限会社

企業インターンシップ研修

鹿児島県議会事務局

産業経済委員会 行政視察

鹿児島県大隅地域振興局

平成27年度大隅地域 地域密着研修
平成27年度 海外技術研修員 基礎研修 （ブラジル、パラグアイ、中国）
平成27年度 海外学生日本語・日本文化研修 （マカオ大学）

地方自治体など

平成27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27年度 海外学生日本語・日本文化研修 （香港大学）
平成27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27年度 海外学生日本語・日本文化研修 群山・全州大学校（韓国）
鹿児島市国際交流課

中国長沙市からの研修生の日本語日本文化研修

鹿屋市選挙管理委員会

鹿児島県議会議員選挙（鹿屋市・垂水市）の投票所として
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規模農
民支援・農業技術普及手法」
JICA青年研修 アフリカ農村振興コース

国際協力機構 （JICA）
JICA青年研修 インド経済行政（産業振興コース）
JICA青年研修 「ブータン体育教育」コース

国際交流・協力団体 公益社団法人 青年海外協力協会（JOCA）

JENESYS太平洋島嶼国 フィジー、バヌアツ、ソロモン諸島、マーシャル 鹿児
島グループ
青年海外協力隊 コミュニティ開発 技術補完研修

KASE-come

スポーツ団体

その他団体

NGO定例会（カンボジア支援活動に関して）

鹿児島県青少年国際協力体験事業実行委員会

平成27年度 鹿児島県青少年国際協力体験事業 第2回事前研修

アジア太平洋農村研修村 民族館

イースターイベント、恋活イベント

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）

日本カヌー連盟

日韓競技力向上スポーツ交流事業inかのや

鹿児島県カヌー協会

強化合宿

鹿児島県ボート協会

鹿児島県ボート国体代表候補合宿のため

福岡ブルースターズ球団

一般社団法人 全日本少年野球連盟 第21回鹿児島大会出場のため

伊仙野球スポーツ少年団

徳之島からの県下学童親善交流軟式野球大会への出場

薩摩隼人ボーイズ

大隅地区チームと硬式野球交流戦

合宿誘致委員会 事務局

サッカー合宿宿泊及び国際理解研修

マルセイユ柔道クラブ

マルセイユ柔道クラブ交流の打合せ

セレクシオン南九州

ロードレース競技能力向上のためのトレーニング研修会

鶴田ダムプロジェクト

バスフィッシングトーナメント開催

鹿児島昆虫同好会

鹿児島昆虫同好会例会

サンライン九州テスターズ

バスフィシングトーナメント開催

放課後デイサービス ツナグ

世界の切手しおり作り

昭南硬筆倶楽部

硬筆コンクール共同学習会

大隅湖バス愛好会

バスフィシングトーナメント開催

輝北町一番郷集落子供会

親子レクレーション

鹿屋社会福祉協議会

平成27年度ボランティアリーダー研修会

大隅やまなみ俳句会

俳句研修会

大隅自然愛好会

大隅地域自然散策

サザンウインド吹奏楽部

定期演奏会練習

きょうされん鹿児島支部

きょうされん鹿児島支部研修交流会

高隈地区コミュニティ協議会

ホームページ作成に伴うワークショップ開催

大隅やまなみ俳句会

吟行後の句会

ff フォルテェシモ(デイサービス)

社会・自立に向けて視察、体験

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

