


                継続は力なり 

 

初秋の候、皆様には益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。平素より、当法人の

活動にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

かのやばら祭りも、新型コロナウィルス感染対策を講じて開催され、少しずつです

が、ばらを楽しんでいただけるようになったと感じております。 

 

そんな中、当法人が長年取り組んでおります大隅の元気づくり活動に対しまして、

鹿屋市様からのご推薦をいただき、6 月に鹿児島県観光連盟様より「令和 4 年度鹿児

島県観光事業功労者表彰」をいただきました。これも当法人を支えてくださる皆様の

ご協力の賜物と思っております。心より感謝申し上げます。 

 

「継続は力なり」と申しますが、長年続けてきたことへのご褒美と、これからも頑

張ってとの激励と受け止めております。又、鹿屋市のみならず、大隅地域に貢献して

いるとの評価をいただいたことは、こつこつと続けて活動してきたことが、間違って

いなかったと感じずにはいられません。大波小波を受けての運営ではありますが、鹿

屋市の観光拠点「かのやばら園」有する霧島ケ丘公園を中心に、大隅地域全体の観光

を盛り上げていけるようにこれからも一層励み、頑張っていきたいと思います。 

 

「Withコロナ」が標準の生活となる中で、アウトドアやガーデニングなどに関心が

向くようになっております。当法人の事業もより一層アイデアと工夫をこらして計画

する必要があると考えます。続けながら改良していく事業、新たに取り組む事業など

「元気なばらのまちかのや」の創造という原点に立ち返り、スタッフ・理事一致団結

し、意見交換・対話を重ね知恵を出し合い、進めていきたいと思っております。 

 

 今後とも、皆さまの一層のご理解とご協力を、よろしくお願い申し上げます。 

 

NPO法人ローズリングかのや 

理事長 落司 ひとみ 
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議案第１号 第18期 事業報告 

 

第 18 期   事 業 報 告 

１ 事業実施の成果  

第18期は、新型コロナ第5波により鹿児島県独自の緊急事態宣言が出され、8月末から9月上旬に「かのやばら園」

16日間休園という状況で始まりました。9月シルバーウイークイベントは中止しましたが、「かのやばら祭り2021

秋」は規模縮小及び感染防止策を徹底する形で開催しました。しかし秋9-10月の雨量不足により秋のバラ開花が

大幅に遅れたり、前年度に複数迎えた県内中高生の修学旅行生来園が無かったりで、秋の来園者数が前年度の3分

の1となり、売店売り上げも入園者数に比例し厳しい結果となりました。その後の「クリスマスファンタジーナイ

ト」「かのやばら祭り2022春」等の大型イベントも規模縮小及び感染防止策を徹底する形で、誘客対象を地元及

び近隣地域とするなどの工夫により中止せずに開催できましたが、売店売り上げとしては苦戦でした。そのよう

な状況下で、鹿屋市役所にて特別受注販売実施の協力等により、また納入業者の皆様やスタッフによる地道な販

促の工夫により、今後に向けた取り組みを実感しつつ期末を迎えることができました。 

２ 事業の実施に関する事項（令3年8月1日 ～ 令和4年7月31日） 

 (1) 特定非営利活動に係る事 

定款の事業名 事 業 内 容 実施時期 実施場所 備考 

地域振興のための

各種催事・研修・会

議の企画演出事業 

（別紙１） 

１）ばらの栽培教室の開催 
R3.8～翌3月 

R4.4～7月 
かのやばら園 

第18期受講生23名修了 

第19期受講生10名実施中 

２）花＊薔薇＊会活動支援 R3.8～翌7月 かのやばら園 寄せ植え、育て方教室等含む 

３）研修会・視察等・各種研修会等開催 R3.8～翌7月 県内のみ ボランティア研修無し 

４）歳時ごとの企画事業の実施 R3.8～翌7月 かのやばら園 誘客促進事業として実施 

地域産業振興のた

めの商品の企画立

案・販売事業 

（別紙２） 

１）新商品開発事業:ばら商品開発支援 R3.8～翌7月 鹿児島県内 福祉団体等との連携 

２）地元農林水産物を使用した加工製品

の推奨 
R3.8～翌7月 かのやばら園売店  

３）かのやばら園誘客促進事業 

ばら園誘客促進 
R3.8～翌7月 

かのやばら園・ 

霧島ヶ丘公園 

かのやばら園 

誘客促進委託事業 

４）大隅広域観光推進事業 

・Oh!すみっこクラブ・おおすみ観光案内所 
R3.8～翌7月 鹿屋・大隅地域 

霧島ヶ丘公園有効活用 

事業(案内所) 

観光施設・スポー

ツ施設等管理受託

事業 

１）受付業務 ２）温室業務 

３）ローズトレイン運行事業 

４）売店運営事業 

５）カフェ食堂運営事業 

６）おおすみ観光案内所喫茶売店 

R3.8～翌7月 

かのやばら園 

園内温室 

かのやばら園内 

売店・カフェ食堂 

霧島ヶ丘公園 

 

広告・宣伝に関す

る企画・立案・制

作事業 

（別紙３） 

１）会報の発行 

２）PR活動の実施 
R3.8～翌7月 

かのやばら園及び 

鹿屋市内外 

10/19&20, 4/16&17 

山形屋キャンペーン 

３）ばらを活かしたまちづくり計画推進

委員会・かのやばら祭りへの参画 
R3.8～翌7月 

かのやばら園及び 

鹿屋市内 

10/23～11/23 

かのやばら祭り2020秋 

4/29～6/5 

かのやばら祭り2021春 

４）誘客・販促事業 R3.8～翌7月 売店･カフェ食堂  

５）広報・宣伝の実施 R3.8～翌7月 鹿屋市内外  

交流・文化活動の

企画・演出事業 

（別紙３） 

１）ばらのオーナー制度事業 R3.8～翌7月 
かのやばら園 

第７期 30オーナー 

1年目秋～2年目春 ２）花育・土育事業 R3.8～翌7月 

酒類販売事業 １）酒類の販売に係る事業 R3.8～翌7月 かのやばら園売店  

その目的を達成す

るための事業 

１）会員増強・会員イベント等開催 
R3.8～翌7月 かのやばら園  

２）その他 

 



議案第１号 (別紙１) 

 

地域振興のための各種催事・研修・会議の企画演出事業 報告資料 

 

 

１）ばらの栽培教室の開催                           【自主事業】 

第 18期 ばらの栽培教室（2021年 4月～2022年 2月）開催実績 

受 講 生 受講生 23名 修了者(4回/全 8回以上の出席)23名 皆勤賞 9名 

第 19期 ばらの栽培教室（2022年 4月～2023年 2月予定）開催実績 

受 講 生 受講生 10名 全 8回中 3回まで終了 

※場所：かのやばら園多目的ホール 及び かのやばら園内 

※各講習において、花＊薔薇＊会の運営協力あり 

 

２）花＊薔薇＊会活動支援                                          【自主事業】 

令和 3年 8月～令和 4年 7月  花＊薔薇＊会 活動実績 

毎月一回の定例会 定例会、寄せ植え体験会イベント、はなはな会ガーデンお手入れなど 

 

３）研修会・視察等・各種研修会等開催                 

 ①かのやばら園アカデミー講座 

 令和 3年 8月～令和 4年 7月  かのやばら園アカデミー活動実績 

講 座 名 講 師 名 受講生数 講習回数 のべ人数 

トールペイント 寒水真実子 4名 14回 56名 

  

②研修会等 

実 施 日 内  容 参加人数 活動場所 

10月 17日 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修(誘客事業) 開催 5名 かのやばら園 

10月 16日 酒類販売管理研修 参加 1名 ホテル大蔵 

11月 6日 花ガラ切りボランティア研修（誘客事業）開催 10人 かのやばら園 

11月 27日 イングリッシュローズガーデン研修（誘客事業）開催 14人 かのやばら園 

12月 11日 イングリッシュローズガーデン研修（誘客事業）開催 9人 かのやばら園 

1月 15日 イングリッシュローズガーデン研修（誘客事業）開催 15人 かのやばら園 

3月 12日 イングリッシュローズガーデン研修（誘客事業）開催 15人 かのやばら園 

3月 13日 ペットマナーアップ講座（誘客事業）開催 26人 かのやばら園 

 ※令和 3年のかのやばら祭り 2021秋、令和 4年のかのやばら祭り 2022春のばら祭りボランティア研

修会は新型コロナウイルス感染拡大防止により中止となった。 

 

４）歳時ごとの企画事業の実施  

 地域産業振興のための商品の企画立案・販売事業「かのやばら園誘客促進事業」受託事業 

として実施した。 



議案第１号 (別紙 2) 

 

地域産業振興のための商品の企画立案・販売事業 報告資料 

 

 

１）新商品開発事業                              【自主事業】 

（１）ばらの商品の開発支援 

目  的 
鹿屋産の無農薬バラを紹介・販売することで、鹿屋産バラ活用の商品開発をサポートし、

特色ある地域産業の発展につなげる。 

実施時期 令和 3年 8月～令和 4年 7月 

内  容 前年度、試作用に提供した無農薬バラ「ダークレディ」の注文に備えて、育成観察中。 

 

２）地元農林水産物を使用した加工製品の推奨               【自主事業】 

（１）かのやばら園売店での販売 

目  的 県内外から来園するお客様に、大隅地域の地元農林水産物を使用した加工製品の販路提供 

実施時期 令和 3年 8月～令和 4年 7月 

内 容 
① かのやばら園売店における各種商品の販売 

② 各種イベントの景品として地元加工品を採用し、外部発信につなげた。 

 

３）かのやばら園誘客促進事業 

（１）かのやばら園誘客促進事業   【受託事業：鹿屋市ばらを活かしたまちづくり計画推進委員会】 

実施期間 令和3年8月～令和4年7月 （受託事業期間：令和3年7月～令和4年3月31日） 

実施場所 かのやばら園・霧島ヶ丘公園 

事業の目的 かのやばら園や霧島ヶ丘公園におけるバラ以外の魅力や、地域の各分野の方々との連携

を活かした企画・イベント及び講座等を開催することにより、誘客促進を図る。 

事業の内容 ●誘客促進イベントの開催 

8 月土日祝日：ひまわりスタンプラリーin 霧島ヶ丘公園：667 名参加  

：夏休み体験工房：20 名参加 前半のみ 

         後半は、コロナ感染状況の悪化により中止 

9 月 ：「シルバーウィークイベント」と題したローズトレイン特別運行、 

敬老手作り体験工房：コロナ感染状況の悪化により中止 

12 月 11,18,25,26 日（土）： 

        「クリスマスファンタジーナイト in 霧島ヶ丘公園」BGM リレー 

     計 8 組 32 名参加  

1 月 9 日（日）：「かのやばら園新春祭り」凧つくり＆凧あげ、竹馬つくり、 

大判かるた、寅年大抽選会 ほか  491 名参加  

1 月 9～3 月 27 日（日）：「かのやばら園フラワーマーチ」 

「フラワーマーチ 2022」と題して、バラの無い季節にも、かのやばら園及び霧島ヶ 

丘公園において、パンジー、ビオラ、ラナンキュラス、チューリップなどを楽しん 

でいただく企画として、パンジー＆ビオラ展、寄せ植え発表会、カップル応援デー 

（ただし、2月企画分はコロナまんえん防止適用により中止） 



3月 26,27日（土日）:フラワーマーチフェスティバル in霧島ヶ丘公園 2022を実施。 

              26日（土）は大雨のため中止。27日（日）のみの開催 465人 

       大判かるた、一日スタンプラリー、ＢＧＭ企画、世界文字体験  

 

４）大隅広域観光推進事業 

（１）「Oh!すみっこクラブ」の活動             【協働事業：Oh!すみっこクラブ】 

Oh!すみっこクラブとは、大隅地域内（隣接地域を含む）の観光案内所等、観光施設等運営団体及び個

人が連携して、共同イベントの実施、事業連携、情報発信等に取り組むことにより、大隅地域全体の交

流人口増加のための取り組みを推進することを目的とした団体である。事務局:ローズリングかのや 

≪会員≫ 

肝付町観光協会 曽於市特産品開発センター 志布志観光特産品協会 

輝北天球館 鹿児島県アジア・太平洋農村研修センター 鹿屋市観光協会 

ローズリングかのや 道の駅 たるみず 湯ったり館 なんたん市場 

クラッシックブドウ浜田農園 Yamada 野菜  

≪オブザーバー≫ 

鹿屋市 錦江町 東串良町 垂水市 鹿児島県大隅地域振興局 

南大隅町 肝付町 曽於市 志布志市 鹿児島市船舶局 おおすみ観光未来会議 

≪活動内容≫ 

実施日 活動名 内容 

毎月一回 定例会 観光情報の交換、企画イベントについての打合せなど 

コロナ感染状況等により、令和３年８月、９月、１１月、１２月、１月、 

２月、６月は、定例会を中止した。 

3 月 11 日 研修会 観光アドバイザー（東川氏）と共に大隅地域再発見研修（肝付町） 

 

（２）おおすみ観光案内所の運用                        【自主事業】 

霧島ヶ丘公園有効活用事業の一環として、「おおすみ観光案内所」を霧島ヶ丘公園旧管理棟 1 階に開設。 

観光案内、イベント企画、情報発信の他、霧島ヶ丘公園利用における車椅子貸出窓口業務等を行う。ま

た、売店喫茶スペースを設け、「まちの駅」として運用する。 

業務内容 

・観光案内―観光パンフレット設置、観光相談受付、情報発信(フェイスブック・おじゃもんくん新聞) 

・まちの駅―「ばらとおじゃもんくんの駅」として、休憩機能(トイレ・休憩所)、案内機能、交流機能、 

連帯機能を担う。車椅子＆ベビーカー貸出受付も行う。 

※コロナ感染拡大防止策として、令和２年４月から中止していたトイレの一般解放及び 

 車椅子＆ベビーカー貸出受付も、令和３年１２月より再開した。 

・公園案内―落とし物対応、迷子対応、サイクリングロード等施設案内、 

来園者へ向けた園内放送（開花＆イベント案内等） 

・売店喫茶―飲食の提供、菓子・玩具・傘等の販売 

 



 

議案第１号 (別紙 3) 

広告・宣伝に関する企画・立案・制作事業 報告資料 

 

１）会報の発行                                【自主事業】 

発 行 時 期 内      容 

令和 3年 12月 26日 

令和 3 年度（第 17 期）総会報告、コロナ感染対策を講じて実施した夏

の誘客事業や関係団体との連携や協力によるイベントや秋春のばら祭

りの開催報告、開花情報等を発信する SNSや動画配信のお知らせ 他 

 

２）ＰＲ活動の実施                       【自主事業・協働事業】 

１）キャンペーン行事及びイベントの企画・実施 

実 施 日 内   容 

10月 23(土)～11月 23日(火祝) かのやばら祭り 2021秋 開花状況や催しの発信 

10月 19日(火)～20日(水) 
秋の鹿児島山形屋キャンペーン 

公園管理室、花＊薔薇＊会 

ばら祭り 2021秋のＰＲ 

講習会実施、ばら苗販売 

令和３年８月～令和４年７月 ガイド希望来園者サービス企画 園内のガイド案内 

秋及び春のバラシーズンの土日祝 ばら苗相談サービス企画 花＊薔薇＊会への協力依頼 

12月 11日（土）～26日（日） 
クリスマスファンタジーナイト 

In 霧島ヶ丘公園（感染対策） 
土曜日のみＢＧＭ企画実施 

２月（中止） フラワーフェスタ inかごしま  出展＆ＰＲの協力 

4月 16(土)～4月 17日(日) 
秋の鹿児島山形屋キャンペーン 

公園管理室、花＊薔薇＊会 

ばら祭り 2022春のＰＲ 

講習会実施、ばら苗販売 

4月 29日(金祝)～6月 5日(日) かのやばら祭り 2022春 開花状況や催しの発信 

 

交流・文化活動の企画・演出事業 報告資料 

１）ばらのオーナー事業                         【自主事業】 

１）第 7期ばらのオーナー事業 募集・案内及びイベントの企画 

期  間 令和 3年 4月～令和 5年 2月(2年間)の途中： 

目  的 バラ株主を広く募集し、自分のバラが植栽されていることで、かのやばら園への定期的

な来園につなげ、誘客促進を図る。 

内  容 ・２年間を１期間とし、１株 10,000円でばらのオーナーになる方を継続募集した。 

・オーナー限定イベントとして、2月剪定会を実施した。 

ｵｰﾅｰ数 ３０株 (かのやばら園内・オーナーガーデン) 令和 4年 6月に一人追加応募 

 

２）花育・土育事業                           【自主事業】 

１）花＊薔薇＊会ガーデン管理 

開催日 令和 3年 8月～ 令和 4年 7月  

目  的 市民が草花、土にふれる機会を増やすことによって、子どもたちへの花育につなげる。 

霧島ケ丘公園内入口付近に、新たに花＊薔薇＊会ガーデンを造園し、市民の花作りを来

園者に見てもらう機会を増やす。 

内  容 花＊薔薇＊会メンバーを中心に、アドバイザーのデービッド氏から助言をもらいながら、

草取り、剪定、マルチング、宿根草の株分け、追加植栽などに取り組んだ。 

 



 

 

 

 

 

 

 

決算報告書 
 

(第１８期) 

 

 

 

自 令和 ３年 ８月 １日 

至 令和 ４年 ７月３１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定非営利活動法人 ローズリングかのや 













議案第3号 第19期 事業計画(案) 

第19期 事業計画（案） 

１ 事業実施の方針  

第 19 期も、新型コロナウィルス感染状況が「第 7 波」と呼ばれる急拡大をする中で迎えましたが、行政からの

イベント等規制や行動制限は出されず、感染対策を講じる前提つまり「withコロナ」において様々な事業展開が

求められる会期として始まることとなりました。「With コロナ」社会では、人々の関心がアウトドアやガーデニ

ングに向けられつつある中で、当法人の「元気なばらのまちかのや」の創造という原点に立ち返り各事業を展開

していきます。かのやばら園・霧島ヶ丘公園への誘客促進事業も、売店やレストランでの販売事業も、これまで

以上に地域資源を活用し、「withコロナ」社会のニーズに応える形での展開を目指します。 

 

２ 事業の実施に関する事項（令和4年8月1日～令和5年7月31日） 

 (1) 特定非営利活動に係る事業  ※詳細は、別紙１参照 

定款の事業名 事 業 内 容 
実施予定 

時期 
実施予定場所 備考 

地域振興のための各種

催事・研修・会議の企

画演出事業 

1）ばらの栽培教室の開催 ８～翌７月 かのやばら園 第19,20期 

2）花＊薔薇＊会活動支援 ８～翌７月 かのやばら園  

3）研修会・視察等 

 ・アカデミー講座・スタッフ研修、他 

８～翌７月 かのやばら園及び県

内外 

 

4）歳時ごとの企画事業の実施 

（誘客イベント等） 

８～翌７月 かのやばら園・ 

県内外 

 

地域産業振興のための

商品の企画立案・販売

事業 

1）新商品開発事業 ばらの商品の開発支援 ８～翌７月 売店及びカフェ食堂  

2）地元農林水産物を使用した加工製品 

の推奨 

８～翌７月 売店  

3）かのやばら園誘客促進事業 ８～翌７月 かのやばら園  

4) 大隅広域観光推進事業 

 ・Oh!すみっこクラブ 

 ・霧島ヶ丘公園有効活用事業 

８～翌７月 

 

 

大隅広域 

おおすみ観光案内所 

 

観光施設・スポーツ施

設等管理受託事業 

1）受付業務      2）温室業務 

3）ローズトレイン運行業務 

4）売店運営事業 

5）カフェ食堂運営事業 

6）おおすみ観光案内所喫茶売店 

８～翌７月 かのやばら園 

 

売店 

カフェ食堂 

霧島ヶ丘公園 

 

 

 

 

広告・宣伝に関する企

画・立案制作事業 

1）会報の発行 

2）PR活動 

10月 

８～翌７月 

かのやばら園及び 

鹿屋市内外 

 

 

3）ばらを活かしたまちづくり計画推進 

委員会・かのやばら祭りへの参画 

８～翌７月 かのやばら園及び鹿

屋市全域 

2022秋

2023春 

4）誘客・販促の実施 ８～翌７月 鹿屋市全域  

5）広報・宣伝の実施 ８～翌７月 鹿屋市内外  

交流・文化活動の企

画・演出事業 

1）ばらのオーナー事業の運営 

2）花育・土育事業 

８～翌７月 かのやばら園 

霧島ヶ丘公園 

第8期 

酒類販売事業 1）酒類の販売に係る事業 ８～翌７月 かのやばら園  

その他目的を達成する

ために必要な事業 

1）会員増強 

2）会員イベント企画・運営など 

８～翌７月 かのやばら園  

                                                                                                                                                                     



議案第３号 （別紙 1） 

第 1９期 事業計画(案) 詳細内容 

 

（１）特定非営利活動に係る事業 

■ 地域振興のための各種催事・研修・会議の企画演出事業 

ばらの栽培教室の継続実施 

かのやばら園栽培技師に加え、栽培教室卒業生で構成する「花＊薔薇＊会」メンバーや英国人園芸家

デービッド氏に協力いただき、感染防止対策を徹底しながら、全８回講座実施します。 

(第 19 期、第 20 期) 

花＊薔薇＊会活動支援事業 

ばらの栽培教室を修了した「ばらのまちサポーター」を中心に立ち上がったボランティアグループ「花
はな

＊薔薇
は な

＊会
かい

」も 17 年目を迎え、ばらの栽培やガーデニングを含む定例勉強会や研修、寄せ植え体験、

出張バラ講座などを、感染防止対策を徹底した上で実施。また、霧島ヶ丘公園オリンピックロードの

「花＊薔薇＊会ガーデン」の管理継続し、独自事業も含めて幅広い活動を支援してまいります。 

研修会・視察等の実施 

「大隅半島の広域誘客」の拠点としての「かのやばら園」の魅力アップにつながる内容の研修視察を

感染防止対策を含めて企画し、広域観光拠点相互の連携を図ることも考慮し実施いたします。 

また、おもてなしレベルアップを図るべく、関係団体主催の接遇や販売促進のための研修などを利用

し、売店の売上アップに繋がる研修を積極的に取り入れます。また、かのやばら園アカデミー講座も

感染防止対策を徹底した上で、裾野を広げながら継続していきます。 

歳時ごとの企画事業の実施 

過去２年間感染防止対策を講じるスタイルで実施してきた「かのやばら園誘客促進事業」の内容も、

より一過性でなく継続的なかのやばら園への誘客につながる内容での実施に努めます。 

夏秋：ばら博士ウオークラリー、ラジオ体操企画、夏休み体験工房、敬老手作り体験工房など 

冬春：新春まつり、フラワーマーチ企画(寄せ植え講座、パンジー・ビオラ展など) 

   霧島ヶ丘公園フラワーマーチフェスティバル（かのやばら園＆霧島ヶ丘公園全体企画） 

 

■ 地域産業振興のための商品の企画立案・販売事業 

新商品開発事業 

ばら商品の原料としての花弁及びオリジナルロゴ等を使った新商品開発の取り組みを支援します。 

地元農林水産物を使用した加工製品の推奨 

鹿屋・大隅地域の恵まれた地域資源である農林水産物や加工品などについて、これまでバラシーズン

の県外客を主なターゲットとして販売してきましたが、「with コロナ」の状況において、地元鹿屋大

隅地域の方々に対する情報発信にも力を入れ、地元商品の販売促進の活動支援を図ります。 

大隅広域観光推進事業 

平成 24年度に発足した、「Oh！すみっこクラブ」の事務局を引き続き預り、当クラブの目的である

大隅各地域の魅力を発信し、情報交換や相互協力により、「withコロナ」状況での広域誘客の活動

推進を図ります。 

霧島ヶ丘公園旧管理事務所 1階に『おおすみ観光案内所』を設置し、Oh!すみっこクラブのメンバー

と連携し、大隅の案内所としての役割を担います。また、霧島ヶ丘公園への来園者を対象にした商 

品を販売します。霧島ヶ丘公園への来園者への利便性の向上を目指し、誘客を図ります。 



■ 観光施設・スポーツ施設等管理受託事業 

売店運営事業 

従来の観光ツアー客を中心ターゲットとした品ぞろえや販売戦略を見直し、地元大隅鹿屋もしくは県

内客中心の客層をターゲットとした販売手法の改善及び工夫と、PR 強化を図り、納入業者である多

くの地元業者による地域資源を活かした商品の売上向上を通じて地域活性化に貢献できる売店運営

を目指します。 

カフェ食堂運営事業 

「with コロナ」の状況でも安心して喜ばれるメニュー提供や販売を行い、各種団体との連携など、

地元食の開発と PR にも取り組みながら、来園客に喜ばれる食とサービスを提供していきます。 

 

 

■ 広告・宣伝に関する企画・立案・制作事業 

会報の発行 

年 1 回の会報「ローズリングファミリー」の発行を通して、活動報告やイベント情報発信・会員サー

ビスの充実を図ります。 

かのやばら祭り実行委員会への参画 

ばらを活かしたまちづくりの実施団体として、また、かのやばら祭り実行委員会副会長および実行委

員（ボランティア部会長）として活動を進めていきます。 

誘客・販促事業 

かのやばら園誘客促進の目的で、「with コロナ」の状況における形の事業の形態や手法を、鹿屋市と

連携をとりながら、展開してまいります。 

広報・宣伝 

  「with コロナ」の状況における誘客目的イベントや商品情報などを、鹿屋市など関係団体と連携を

とりながら適切な方法及び手法で PR 活動を展開していきます。また「after コロナ」に向けた大隅

広域体験プログラムツアーなどの開発及びレベルアップにつながる旅行会社向けの広報素材つくり

の準備も進めていきます。 

 

 

■ 交流・文化活動の企画・演出事業 

ばらのオーナー事業 

「ばらのオーナー事業」は、第 7 期目(令和 3 年 3 月~令和 5 年 1 月)の栽培及び引き渡しと、第 8 期

目(令和 5 年 2 月~令和 7 年 1 月)の募集と植栽期間になります。随時オーナー募集を行い、2 月植栽

の後は、季節に応じたオーナー参加型のばらの手入れを行い、生育状況をお知らせします。 

花育・土育事業 

花＊薔薇＊会が行う各地域や団体等からの講習会やバラ剪定協力及びガーデニングや寄せ植え実習

等の活動を側面サポートすることで、地域交流につながるの「花育・土育」事業を展開していきます。 

 

■ 酒類販売事業 

酒類の販売に係る事業 

地元企業との連携により開発された「ばらを使った酒類」をはじめとして、大隅半島各地の特色を活

かした地域の魅力発信と位置づけ、酒類販売に取り組み、地域の活性化につなげます。 

 



■ その他目的を達成するために必要な事業 

会員増強 

 ・コロナ禍からwithコロナに移行する時期において、あらためて当法人の存在意義やあり方を確認し、

会員や関係機関が一丸となることが必至となる会期となることをふまえ、会員の役割や意義につい

ても再確認した上で、会員増強の取り組みを続けてまいります。 

 

（２）その他の事業 

■ 地域産業に関する商品の企画・販売・斡旋事業 

１）コロナ禍により、客層やお客様のニーズが変化する中で、かのやばら園売店における地元（鹿屋・

大隅地域）業者の商品売上をどのように伸ばしていくか、業者の方々と意見交換会を開催するなど

のコミュニケーションをとりながら、お客様のニーズに応える商品や販売手法の改善に取り組み、

地元商品の効果的な PR に努めます。 



勘定科目 第18期予算 １８期実績 摘要 第19期予算

[売上高]

ローズリング会費収入 120,000 102,800 120,000

業者登録料 430,000 395,000 400,000

ショップ売上 5,100,000 3,987,981 ショップ・案内所・酒類販売・催事 4,500,000

ショップ受託販売手数料 4,100,000 3,672,600 委託業者手数料 4,100,000

苗木売上 7,500,000 8,236,677 栽培教室苗含む※① 8,200,000

鹿屋市業務委託収入 19,000,000 19,842,037 誘客・トレイン・催事 20,000,000

その他収入 700,000 807,368 栽培教室、オーナー登録料含む 800,000

売上高合計 36,950,000 37,044,463 38,120,000

[売上原価]

期首商品棚卸高 0 922,433 0

商品仕入 3,060,000 2,969,916 売店商品・酒類仕入・材料仕入 3,100,000

ばら苗仕入 4,575,000 3,856,011 ※① 3,900,000

その他仕入れ 240,000 317,262 320,000

当期商品仕入高合計 7,875,000 7,143,189 7,320,000

期末商品棚卸高 0 1,002,497 0

売上原価計 7,875,000 7,063,125 7,320,000

売上総損益金額 29,075,000 29,981,338 30,800,000

[販売管理費]

人件費 22,000,000 22,402,621 給与・賞与・法定福利費等 23,000,000

印刷製本費 190,000 433,428 450,000

荷造運賃 66,000 113,269 後納郵便支払い 110,000

広告宣伝費 120,000 157,300 誘客事業費 150,000

旅費交通費 50,000 83,400 80,000

通信運搬費 480,000 540,943 500,000

負担金 80,000 183,800 　※②コロナ禍負担金免除無し 183,800

消耗品費 1,400,000 1,874,938 誘客事業 1,700,000

水道光熱費 800,000 781,239 800,000

支払手数料 120,000 133,392 130,000

車両費 50,000 42,905 210,000

賃借料 730,000 472,203 コピー機リース 480,000

保険料 240,000 224,521 240,000

租税公課 1,500,000 1,371,400 収入印紙・消費税 1,400,000

支払報酬料 350,000 725,809 720,000

委託料 474,300 321,800 誘客事業・丸紅塵芥 300,000

保守料 150,000 230,054
ポスレジ保守・レジ周辺Lan工事・レジ消費税
率修正工事 150,000

その他経費 75,000 117,299 諸会費・交際費・研修費・会議費・販売手数料 75,000

減価償却費 90,000 93,522 90,000

経費小計 6,965,300 7,901,222 7,768,800

販売管理費計 28,965,300 30,303,843 30,768,800

営業損益金額 109,700 -322,505 31,200

[営業外収益]

受取利息 1,000 269 利息・配当金 1,000

雑収入 50,000 552,120
・バーコード・コピー代
・鹿児島県及び鹿屋市の支援金※③ 50,000

寄付金収入 12,000 10,800 労金 12,000

営業外収益合計 63,000 563,189 63,000

[営業外費用]

支払利息 40,000 40,000 ローズリング債利息 40,000

雑損失 0 0 0

営業外費用合計 40,000 40,000 40,000

税引前当期純損益金額 132,700 200,684 54,200

第19期 予算 案

※①バラ苗生産農家との協力により、真冬もバラ苗（大苗）を販売し続けた。

※②新型コロナウイルス感染防止策によるばら祭り中止等に伴う負担金の免除・減額が解除された。

※③新型コロナウィルス対策としての、鹿児島県事業継続一時支援金及び鹿屋市中小企業等経営継続支援金

NPO法人　ローズリングかのや
取り消し線



1 東　里美 27 新牧　恵美 53 平原　美由季

2 新井　照代 28 末次　めぐみ 54 別府　ひとみ

3 今村　有紀 29 鈴木　なち子 55 堀内　千恵子

4 上清水　良江 30 竹井　高志 56 堀之内　芳平

5 上園　圭子 31 武下　英子 57 (北郷)大武　奏美

6 内山　道男 32 田島　節子 58 益満　裕子

7 上谷田　浩幸 33 田野邉　稔子 59 丸野　里美

8 上谷田　美由紀 34 津曲　里美 60 三木　知子

9 上ノ原　弘子 35 Ⅾａｖｉｄ　Ｂａｒｃｌａｙ Ｓａｎｄｅｒｓｏｎ 61 南大津　和代

10 内野　京子 36 徳田　瑞穂 62 宮内　瑞恵

11 内野　恵 37 留口　貢 63 宮地　美保子

12 大田　美子 38 中島　芳美 64 宮島　眞一

13 奥村　純一郎 39 中間　いく代 65 山口　秀三

14 落司　ひとみ 40 中村　明美(志満八） 66 山口　和子

15 尾曲　伸一 41 中村　修 67 山﨑　隆夫

16 尾曲　和子 42 永山　俊一　 68 山下　三代子

17 甲斐　みつ子 43 西薗　美恵子 69 山薗　利恵

18 加藤　リサ 44 早川　雅子 70 吉原　隆

19 川原　ゆう子 45 原　はすみ 71 吉春　修子

20 久冨木　浩高 46 原田　雅子 72 若崎　昭

21 栗元　秀昭 47 原田　靖 73 山﨑　美鶴

22 鞍掛　鈴子 48 樋口　恵美子 74 伊堂寺　香代

23 小迫　勝美 49 平岡　陽一郎 75 沖村　美和子

24 古城　髙志 50 深水　とも子 76 中村　美幸

25 近藤　善光 51 福重　ひとみ 77 外園　尚美

26 新川 ルミ 52 福元　やちよ

1 かのや緑化協同組合 1

2 大海酒販株式会社 2

3 なのはな会関東支部 3

4 ㈱ミズホ商会 4

5 (一社)鹿屋市観光協会 5

6 ㈱アイロード 6

7 はまよし株式会社　鬼丸義嗣 7

8 関東かのや会 8

9

77

8

9

髙山　修

児島商事

株式会社三和グリーン

有限会社古市商会

NPO法人ミーサ・インフォメーション

有限会社富久屋

株式会社カンネツ 

特定非営利活動法人ローズリングかのや　　会員名簿

【個人会員】

【協賛会員】 【売店納入業者会員】

※名前の公表を望まない方は、事務局へお知らせください。

個人会員

正会員数　94 会員

売店納入業者会員

アトリエ華香楽

Bramberryの森

協賛会員



 

顧問及びアドバイザーについて 

 

当法人の顧問及びアドバイザーとして、以下の方々にご指導・アドバイス等をいただいて

おりますので、ご紹介いたします。 

 

 役  職 所   属  / 氏   名 備   考 

１ 顧  問 
鹿屋商工会議所 会頭 

坪 水  徳 郎 
任期：R3.10.1～R5.9.30 

２ 顧  問 

志學館大学人間関係学部教授 

鹿児島大学名誉教授 

原 口  泉 

任期：R3.10.1～R5.9.30 

３ 顧  問 
FLY＆STAY ツーリズムかごしま 主宰 

奈良迫 英光 
任期：R3.10.1～R5.9.30 

４ アドバイザー 
中央大学 大学図書館 

上 神 敦 子 
任期：R3.10.1～R5.9.30 

５ アドバイザー 
SATSUMA Barclay Roses 副代表 

デービッド・バークレイ・サンダーソン 
任期：R3.10.1～R5.9.30 

６ アドバイザー 

たびの情報紙「みちくさ」編集長 

株式会社アイロード 代表取締役 

株式会社アイロードプラス 代表取締役 

福 永   栄 子  

任期：R3.10.1～R5.9.30 

７ アドバイザー 

特定非営利活動法人 

かごしま探検の会 代表理事 

東 川  隆太郎 

任期：R3.10.1～R5.9.30 

 



 

  

 

 

 

 役  職 氏   名 備   考 

1 理 事 長 落司  ひとみ 任期：R3.10.1～R5.9.30 

2 副理事長 山 﨑 隆 夫 任期：R3.10.1～R5.9.30 

3 副理事長 原 田 靖 任期：R3.10.1～R5.9.30 

4 副理事長 上谷田浩幸 任期：R3.10.1～R5.9.30 

5 専務理事 丸 野 里 美 任期：R3.10.1～R5.9.30 

6 理  事 吉 原 隆 任期：R3.10.1～R5.9.30 

7 理  事 近 藤 善 光 任期：R3.10.1～R5.9.30 

8 理  事 竹 井 高 志 任期：R3.10.1～R5.9.30 

9 理  事 末次めぐみ 任期：R3.10.1～R5.9.30 

1 監  事 早 川 雅 子 任期：R3.10.1～R5.9.30 

2 監  事 岩 元 伸 二 任期：R3.10.1～R5.9.30 

 

特定非営利活動法人ローズリングかのや理事及び監事（R4.9.27現在） 



 

特定非営利活動法人ローズリングかのや 

設 立 趣 意 書 

 

 21世紀は「環境の世紀」「食糧の世紀」「真の豊かさを求める時代」「本格的な少子

高齢化社会」など様々な言葉で表現されますが、今までと違った価値の創造や新たな課

題に直面していると思います。 

 地方分権や地域の自立が叫ばれる中で、スローライフ・スローフードに代表される世

界的な新たなライフスタイルへの希求を考えるとき、今ほど地方に追い風が吹き、農村

の豊かさを見つめ直す絶好の機会はないと確信しています。 

 鹿屋市では、いよいよ本年４月にかのやばら園がグランドオープンし、名実共に日本

一を誇れるばら園が誕生します。環境に優しい栽培手法とその景観は世界に誇れるもの

だと言っても過言ではないと思います。また、１月１日には新市も誕生し、２００６年

（平成１８年）は記念すべき年になると思います。 

 私共は、２００３年（平成１５年）の市民会議「ローズガーデンCityかのや」の誕生

以来、昨年４月２３日には「ローズリングかのや」を設立し、今までばらのまちづくり

のための様々な活動を進めてきました。この活動は市民がふるさとを誇りに思い、自分

たちのまちづくりを自分たちの手で行うことが大切だと考えております。そのために、

さらに自立した組織の確立と市民に認知され、愛される活動にすることが重要だと思い

ます。 

 昨年４月２３日のローズリングかのや設立総会の際にも議決しましたが、特定非営利

活動法人（NPO法人）として組織化するための準備を進めてまいりました。 

  この法人の最大の目的は『すばらしい地域資源を最大限に活用し、自らの活動と情報 

発信を通じて、地域の自立と住民の活力を呼びおこす「元気なばらのまちかのや」を創

造すること。』にあります。単にばら園のグランドオープンのための活動をするだけで

はなく、自立した市民が行政との協働で幅広いまちづくりを進めることが大切です。 

 今、ばらのまちづくりに多くの団体や一人でも多くの市民の積極的な参画を呼びかけ

ております。 

  

 

   ２００６年（平成１８年）１月１３日 

 

 

                                    特定非営利活動法人ローズリングかのや 

 

 



 

 

わがふるさとの文化、歴史を学び 

新しい価値を創造し、住民が助け合い 

地域が連携して活動する 

コミュニケーションネットワークを通して 

わくわく、ドキドキするような 

魅力ある情報を発信し 

実践的な活動を通して 

次世代を支える地域のリーダーを育て 

安全、安心で活力のある 

心から住みたいと感じる 

「元気なばらのまちかのや」 

を創造することである。 

ローズリングかのやの目的は・・・ 

特定非営利活動法人ローズリングかのや 

〒893-0053 鹿児島県鹿屋市浜田町１２５０番地 

ＴＥＬ：0994-41-8718  ＦＡＸ：0994-41-8719 

Ｅ－Ｍａｉｌ:office@rosering.jp 

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｂａｒａｎｏｍａｃｈｉ．ｊｐ 

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｒｏｓｅｒｉｎｇ．ｊｐ 
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