平成30年度 カピックセンターの主な利用団体
平成30年4月～平成31年3月
*青字は外国人を対象とした研修
分類

春の1日遠足

鹿屋市立細山田小学校 1，2年生

秋の1日遠足

鹿屋市立下名小学校 1～5年生

春の1日遠足

鹿屋市立田崎小学校 2年生

春の1日遠足

鹿屋市立西原台小学校 2年生

秋の1日遠足

鹿屋市立鹿屋小学校 3年生

春の1日遠足

鹿屋市立大姶良小学校 3年生

秋の1日遠足

鹿屋市立笠之原小学校 6年生

秋の1日遠足

鹿屋市立串良小学校 1年PTA

国際理解プログラム体験

鹿屋市立寿北小学校バレーボールサークル

親子親睦会

肝付町立高山小学校 家庭教育学級

夏休み親子体験学習

錦江町立宿利原、池田小学校 1～4年生

春の1日遠足

錦江町立神川小学校 1～4年生

秋の1日遠足

錦江町立大根占小学校（錦江町特別支援学級合同）

錦江町特別支援学級合同校外学習

志布志市

志布志市立松山小学校3，4年生

春の1日遠足

東串良町

東串良町立池之原小学校 2年生

秋の１日遠足

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

鹿屋市立高隈中学校 1年生

国際理解プログラム体験

鹿屋市立串良中学校 1年生

集団宿泊合宿

鹿屋市立上小原中学校

集団宿泊合宿

南大隅町立根占中学校 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

肝付町立高山中学校 吹奏楽部

吹奏楽部強化合宿

志布志市立松山中学校 1年生

集団宿泊合宿（日帰り利用）

大口明光学園中学校

国際理解研修

鹿児島大学教育学部附属中学校

集団宿泊学習

鹿児島市立甲東中学校 女子バスケットボール部

バスケットボール合宿

鹿児島第一中学校 3年生

校外学習

宮崎県高等学校文化連盟

平成30年度「第21回ユネスコ研修セミナー並びに第20回ディベート大会」

鹿屋中央高等学校 吹奏楽部

強化合宿、定期演奏会練習

鹿児島県立松陽高等学校

英語語学研修

鹿児島県立川内高等学校 漕艇部

第52回 南日本レガッタ、H30年度春季ボート競技大会参加、新人体育大会出場

樟南高等学校女子バスケットボール部

バスケットボール合宿

鹿児島県立錦江湾高等学校女子バレーボール部

バレーボール大会参加のため

鹿児島県立伊集院高等学校女子バレーボール部

平成30年度選抜高校バレーボール大会出場

鹿児島大学、宮崎大学、南九州大学農学部

3大学合同研修会

鹿児島大学農学部熱帯作物学研究室

研修旅行

長崎純心大学 女子バレーボール部

九州大学春季リーグ出場

江陵原州大学校（韓国）

平成30年度海外学生日本語・日本文化研修（江陵原州大学校）

鹿屋市立鹿屋看護専門学校

異文化交流会

高隈保育園

マカオ大学との七夕交流

柏原保育園 年中組・年長組

遠足学習

柏原保育園 学童

学童クラブ行事

垂水児童クラブ

夏休みバス遠足

国立大隅青少年自然の家

平成30年度「おおすみくん家イングリッシュキャンプ」

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研究協議会大隅ブロック研修会

インターウニ西日本

ドイツ語ゼミナール「インターウニ西日本2018」開催

IBS外語学院

英語力・対話力強化合宿

ステープルトン英会話

サマーキャンプ

マザリープロジェクト

外国人日本語研修

グッドタイムズイングリッシュスクール

サマーコース

太陽ハローズ英会話

国際理解プログラム体験

株式会社鹿児島県教育振興会

模擬試験の問題選定

康生産業株式会社

責任者資格候補者研修

森林総合技術コンサルタント

測量設計

GSE南薩観光

香港からの訪日修学旅行の日本文化体験

ダンススタジオエナジー

ダンス合宿

虫央堂

虫寄せの術

ジェイズカントリークラブ

ゴルフコース技能講習

日本船舶薬品株式会社

鹿児島出張

有限会社 トラベルマックス（WISDOM)

韓国食品会社による鹿児島視察

株式会社 まちづくり鹿屋

高校生ミュージカル「ヒメとヒコ」

鹿屋市
小
学
校
肝付町
錦江町

学
校
/
教
育
機 中
関 学
校

研修内容・目的

利用団体／利用者名
鹿屋市立花岡小学校 1、2年生

鹿屋市

南大隅町
肝付町
志布志市
伊佐市
鹿児島市
霧島市

高校

大学

専門学校

教育団体・青少年団体

民間企業

講師等

近藤工業

大隅地域開発
平成30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30年度 海外学生日本語・日本文化研修 （マカオ大学）
平成30年度 海外学生日本語・日本文化研修 （香港中文大学）

地方自治体など

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30年度 海外学生日本語・日本文化研修 （香港大学）
平成30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30年度 海外学生日本語・日本文化研修 群山・全州大学校（韓国）
平成30年度 ALT日本語・日本文化研修

鹿屋市選挙管理委員会

投票所
H30年度JICA課題別研修（農民参加による農業農村開発）

国際協力機構（JICA）

H29年度JICA青年研修（アフリカ/地域保健医療実施管理）
H30年度JICA青年研修（ベトナム/体育教育）

各
種
団
体

国際交流・協力団体

スポーツ団体

公益社団法人 青年海外協力協会

青年海外協力隊（コミュニティ開発）技術補完研修

株式会社アールディーアイ

JICA研修打ち合わせ

鹿児島県青少年国際協力体験事業実行委員会

平成30年度鹿児島県青少年国際協力体験事業

NPO法人 九州海外協力協会

運営委員会

一般財団法人 日本友愛協会

ミャンマー農業研修

鹿児島県ボート協会

鹿児島県ボート国体代表候補合宿

隈之城FC

サッカー大会出場

鹿児島ジャイアンツ

交流試合

城南サンボーイズ

野球合宿

犬迫ファイティンドッグ

ドッジボール大会

明和校区ソフトボール少年団

昼食利用

高山バレーボール少年団

バレーボール合宿

宇宿バレーボール少年団

大会遠征

福岡西シューティングスターズ

小学生ソフトボール大会

ことぶき太陽の子

国際理解プログラム体験

西原太陽の子

国際理解プログラム体験

放課後デイサービス トインビー・ホール

国際理解プログラム体験

福祉団体・医療団体 桜ヶ丘病院デイケア フォルテシモ

その他団体

国際理解プログラム体験

アクラス中央病院

管理職・リーダー向け研修

垂水中央病院看護部

看護部新人日帰り研修

放課後等デイサービスツナグ鷹尾

療養を目的とした戸外活動

昭南硬筆倶楽部

硬筆コンクール練習会

大隅やまなみ俳句会

俳句の勉強会

小竹水利組合

総会

鹿東連絡会

業務研修

やごろう会

総会

うのばい地域再生ネットワーク

九州環境ミーティング打合せ

三股町壮年連絡協議会

視察研修

しきなみ短歌会

秋の吟行会開催

三股町女性団体連絡協議会

三股町女性連絡協議会研修

Eyes hip

高校生音楽バンドの合宿

NPO法人 ドットジェイピー

会議利用

九州環境教育ミーティング

実行委員会開催

ＮＰＯ法人 愛・あいネット

国際理解プログラム体験

サザンウィンド吹奏楽団

定期演奏会練習

ＮＰＯ法人 くすの木自然館

九州環境ミーティング打合せ

桜島チャプター

桜島チャプター（ハーレーオーナーズクラブ）懇親会

ハーレーダビッドソン福岡

おおすみレイクサイドミーティング

ハーレーダビッドソン鹿児島・佐賀

おおすみレイクサイドミーティング

