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             変わる時！動く時！ 

  

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。 

 

7 月の豪雨災害、たび重なる大型台風の襲来と、自然の猛威に翻弄された近況とな

りました。又、東京オリンピック開催・鹿児島国体開催の年というわくわくした気持

ちでスタートした 2020 年が、新型コロナウィルス感染拡大という世界中の生活を一変

させる事態になるとは、だれが予想できたでしょうか。 

 

日本中が「新型コロナ」にふりまわされ、今までの働き方・過ごし方・コミニケー

ションの取り方さえも変わらざるを得ない状況となっております。命と向き合い、人

の心と向き合う。人間の限界を試されているような気がします。何が正しくて何が間

違っているのか・・・今までの「常識」という言葉が通用しない事がおこっていると

言えます。 

 

そんなコロナ過の中で、人の行動が変わる、働き方が変わる。変わらなければ生き

残れない時代になってきていると思います。自粛ムードが続き、故郷への帰省も悪い

ことのように見られてしまう。そんな中でも人々は癒しを求めています。動物・花・

自然そして人の優しさが人々のこころを癒し、ほっとさせるのではないでしょうか。 

2020年春のばら祭りは中止となり、かのやばら園も休園をしましたが、新型コロナ

に関係なく薔薇たちは最高の花を見せてくれました。再開園後、来園された皆さんは

その姿に癒され、安らぎと勇気をもらったのではないかと思います。 

 

うつむいてばかりではいられません。今は変わるときです。変わる大きなチャンス

です。無理かもしれないと思わず、動きましょう！考えましょう！みんなで力を合わ

せましょう。必要なのは「人」の力です。困難な今の時代だからこそ、立場の垣根を

越えて、失敗を恐れずにチャレンジしようではありませんか。 

 

自然いっぱいの大隅・鹿屋の地の強みを生かし、情報発信し、前を向いて進んで行

きたいと思っております。皆様と力を合わせて、コロナ過を乗り越えていきましょう。 

 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 

 



 

会  次  第 

 

 

 

1. 開会の言葉 

2. 理事長挨拶   特定非営利活動法人ローズリングかのや 理事長 落司 ひとみ 

3. 総会成立宣言 

4. 議長の選出と議事録の選任                     

 議長【      】 議事録署名人【       】【       】 

5. 議事  

① 議案第１号 第 16 期（R1.8～R2.7）事業報告･････････････････1～5 ページ 

② 議案第 2 号 第 16 期（R1.8～R2.7）決算報告・監査報告･･･････6～11 ページ 

③ 議案第 3 号 第 17 期（R2.8~R3.7）事業計画（案）･････････････12～15 ページ 

④ 議案第 4 号 第 17 期（R2.8~R3.7）活動予算（案）････････････16 ページ 

⑤ その他の事項 

6. 議長退任 

7. その他 顧問及びアドバイザー紹介 

8. 閉会の言葉 



議案第１号 第16期 事業報告 

 

第 16 期   事 業 報 告 

１ 事業実施の成果  

第16期は、令和元年度5月に開催した第15期総会にて事業期間を変更して初めての8月期首7月期末の会期となった。

かのやばら園としての閑散期となる8月から始まり、秋のばらシーズンを経るものの、さらに厳しい閑散期である

1月～3月を経て春の繁忙期に向けた準備が十分できるか懸念されたが、会員の皆さまを始めとする関係者の協力、

現場や事務局スタッフの努力、そして理事会の注意深い経営チェックにより、かのやばら祭り春2020の準備が万

全にできたことは、本会にとって大きな成果となった。しかしながら、世界規模の問題となった新型コロナウイ

ルス感染拡大により、ばら祭り中止だけでなく、一年の約6割の収益を得る春の最繁忙期20日間を休園せざるを得

ないという事態になったことで、今後の経営継続に向けて非常に厳しい状況の中で終えた期となった。 

２ 事業の実施に関する事項（令和元年8月1日 ～ 令和2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 
R1.8月～3月 

R2.4月～7月 
かのやばら園 

第16期受講生14名修了 

第17期受講生11名実施中 

２）花＊薔薇＊会活動支援 R1.8～翌7月 かのやばら園 5/12寄せ植え体験実施 

３）研修会・視察等・各種研修会等開催 R1.8～翌7月 県内外 10/13ボランティア研修 他 

４）歳時ごとの企画事業の実施 R1.8～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 

  ばらの商品の開発支援 
４～7月 

鹿屋市内 

 

4～5月ばらの花弁供給実

施 

２）地元農林水産物を使用した加工製品

の推奨 
R1.8～翌7月 

売店 

 
 

３）かのやばら園誘客促進事業 

ばら園誘客促進 
R1.8～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 

・霧島ヶ丘公園有効活用事業 

おおすみ観光案内所 

R1.8～翌7月 鹿屋・大隅地域  

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 

R1.8～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 
R1.8～翌7月 

かのやばら園及び 

鹿屋市内外 

10/17・18・19 

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 
R1.8～翌7月 

かのやばら園及び 

鹿屋市内 

10/26～11/24 

かのやばら祭り2019秋 

４）誘客・販促事業 R1.8～翌7月 売店･カフェ食堂  

５）広報・宣伝の実施 R1.8～翌7月 鹿屋市内外  

交流・文化活動の

企画・演出事業 

（別紙４） 

１）ばらのオーナー制度事業 R1.8～翌7月 
かのやばら園 

第６期 28オーナー 

1年目秋～2年目春 ２）花育・土育事業 R1.8～翌7月 

酒類販売事業 １）酒類の販売に係る事業 R1.8～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 
R1.8～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 16期 ばらの栽培教室（2019年 4月～2020年 3月）開催実績 

受 講 生 受講生 14名 修了者(4回/全 8回以上の出席)14名 皆勤賞 4名 

第 17期 ばらの栽培教室（2019年 4月～2020年 3月予定）開催実績 

受 講 生 受講生 11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】 

令和元年 8月～令和 2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 

 令和元年 8月～令和 2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 3名 14回 42名 

  

②研修会等 

実 施 日 内  容 参加人数 活動場所 

8月 2日 大隅地域共生・協働啓発セミナー 参加 2名 鹿屋市役所 

8月 20日 消費税説明会 参加 1人 鹿屋市中央公民館 

8月 30日 鹿屋市プレミアム商品券取扱店説明会 参加 1人 鹿屋市役所 

9月 27日 ハサップ導入支援事業講習会 参加 1人 大隅地域振興局 

10月 13日 ばら祭り 2019 秋ボランティア研修会 開催 10名 かのやばら園 

 ※令和 2年春のかのやばら祭り 2020春の新型コロナウイルス感染拡大防止による中止に伴い、2020春 

  のボランティア研修会も中止となった。 

 

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 2年 4月～令和 2年 6月 

内  容 
①ばらの花弁を使った商品の開発サポート 

 「ダマッセナ」及び「桜島」の花弁の受注及び供給手続き 

 

 

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 令和元年 8月～令和 2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ばら祭りキャンペーン会場における加工品販売・オリジナルばら品種の販売 

 

 

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 令和元年8月～令和2年7月 （受託事業期間：令和元年7月～令和2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 ●無料入園日に合わせた誘客イベントの実施 （体験講座、季節に応じたイベント開催） 

8 月 11 日(日)：「ひまわり納涼祭」と題して 7，8 月の週末毎の各種体験講座、 

       11 日をメインイベントとしてそうめん流し、ステージイベント等 

9 月 8 日（日）：「敬老企画」と題した各種講座 

12 月 8 日（日）：「クリスマス体験工房」と題した各種体験講座 

1 月 3 日（金）：「新春祭り 2020」と題して餅つき、ふるまい餅、餅まき 他 

2 月 9 日（日）：「バレンタイン体験工房」と題した各種体験講座 

※3 月 8 日（日）も企画したが、新型肺炎コロナウイルス感染防止の為中止。 

●誘客促進につながるイベント等の企画 

 ・10月 22日（火祝）：「夜空の映画館」かのやばら園特別夜間開園での誘客イベント 

 ・1月～3月末：「フラワーマーチ 2020」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、各種告知とスタンプラリー実施を行った。 

※3月最終末開催予定だった「フェスティバル」は、感染防止の為中止。 



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 うんめもんの会（令和 2 年 6 月退会） 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 

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 

 

（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 

・公園案内―車椅子とベビーカー貸出、落とし物対応、サイクリングロード案内（自転車レンタル） 

・売店喫茶―飲食の提供、菓子・玩具・土産、新メニュー(クレープ)、オリジナルグッズ等の販売 

 



 

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 

令和元年 10月 10日 
令和元年度（第 15期）総会報告、霧島ヶ丘公園の新しい施設紹介、 

かのやばら園の新入園料やイベント及び開花情報・売店など情報 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 17日(木)～19日(土) 秋の鹿児島山形屋キャンペーン  
ばら祭り 2019秋のＰＲ 

抽選会実施、ばら苗販売 

10月 26日(土)～11月 24日(日) かのやばら祭り 2019秋  

 ボランティア活動の支援協力 活動内容のサポート 

 ガイド希望来園者サービス企画 園内のガイド案内 

 ばら苗相談サービス企画 花＊薔薇＊会への協力依頼 

12月 21日(土)、23日（日） 

12月 24日（火）、25日(水) 
クリスマスファンタジーナイト 出店飲食店の段取り、実施 

2月 1日(土)～2日(日) フラワーフェスタ inかごしま  出展＆ＰＲの協力 

 

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 6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 平成 31年 3月～令和 3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 ２８株 (かのやばら園内・オーナーガーデン) 

 

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 令和元年 8月～ 令和 2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。 

 















議案第3号 第17期 事業計画(案) 

第17期 事業計画（案） 

１ 事業実施の方針  

東京オリンピックや鹿児島国体が開催され活気あふれる年として期待された 2020 年は、世界規模の新型コロナ

ウイルス感染拡大により、一変した。前期後半の2020年春シーズンは感染拡大による緊急事態宣言期間となり、

ばら祭り中止及び最繁忙期ばら園休園という設立 15 年間で最も深刻な収入減となった。世界規模における厳し

い事態において、「地域の方々に少しでも癒しの場を」「感染のリスクを最小限に」という目的で、かのやばら園

は春の見頃シーズンを含め、5月11日に再開園してから無料開放している。このような状況において、当法人の

役割や存在意義をあらためて見直し、その上で運営を継続するための新たな戦略を練り直す必要があると考える。

鹿屋市や霧島ヶ丘公園活性化協議会メンバーなど関係者と有効的な連携をとりながら、「with コロナ」の状況で

も実施できる活動、もしくは今だからこそ実施すべき活動に取り組むことをめざす。 

 

２ 事業の実施に関する事項（令和2年8月1日～令和3年7月31日） 

 (1) 特定非営利活動に係る事業   

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17,18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 

2020秋

2021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6,7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 5） 

第 1７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 17 期、第 18 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 15 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継続していきます。 

歳時ごとの企画事業の実施 

これまで継続的に実施してきた誘客促進のためのイベント等の実施方法を、感染防止対策をとった上

での方法に変更し、今期も鹿屋市から受託を受ける予定の「かのやばら園誘客促進事業」の一環とし

て企画・実施し、かのやばら園への誘客に努めます。 

夏秋：ひまわり納涼祭、夜空の映画館など 

冬春：フラワーマーチフェスティバル(新春祭り、パンジー・ビオラ展など) 

 

■ 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等の安定供給のため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 2 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「花＊薔薇＊会ガーデン」を 

拠点とするガーデニング実習など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 

 ・コロナ渦における当法人運営継続のために、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）コロナ渦において、深刻な売上高減という状況のかのやばら園売店において、これまで優先的に販

売してきた地元（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16期予算 第16期実績 摘要 第17期予算

[売上高]

ローズリング会費収入 140,000 118,800 120,000

業者登録料 435,000 425,000 425,000

ショップ売上 5,800,000 3,365,469 ショップ・案内所・酒類販売・催事　※① 5,028,922

ショップ受託販売手数料 6,810,000 3,736,135 委託業者手数料　※① 4,862,522

苗木売上 9,000,000 4,413,749 栽培教室苗含む 3,972,374

鹿屋市業務委託収入 15,798,000 16,322,230 誘客・トレイン含む 16,133,128

その他収入 1,610,000 664,475 栽培教室含む 660,000

売上高合計 39,593,000 29,045,858 31,201,946

[売上原価]

期首商品棚卸高 1,242,245 0

商品仕入 3,300,000 2,083,462 売店商品・酒類仕入・材料仕入　※② 3,017,353

ばら苗仕入 4,400,000 2,345,059 ※② 2,979,281

その他仕入れ 860,000 281,281 264,000

当期商品仕入高合計 8,560,000 4,709,802 6,260,634

期末商品棚卸高 858,238 0

売上原価計 8,560,000 5,093,809 6,260,634

売上総損益金額 31,033,000 23,952,049 24,941,312

[販売管理費]

人件費 21,539,000 18,353,562 役員報酬・給与・法定福利費等 18,305,100

印刷製本費 310,000 258,066 250,000

荷造運賃 135,000 55,282 後納郵便支払い 60,000

広告宣伝費 194,000 239,560 誘客　※③ 120,000

旅費交通費 60,000 52,700 50,000

通信運搬費 570,000 610,067 　※③ 550,000

負担金 179,500 32,600 　※④ 80,000

消耗品費 900,000 893,157 　※③ 800,000

水道光熱費 831,000 804,710 810,000

支払手数料 62,000 105,704 90,000

車両費 130,000 51,730 100,000

賃借料 625,000 795,714 コピー機リース、映画等 770,000

保険料 250,000 189,910 190,000

租税公課 2,120,000 1,777,200 収入印紙・消費税 1,800,000

支払報酬料 522,000 333,800 340,000

委託料 270,000 326,140 誘客事業・丸紅塵芥 400,000

保守料 156,000 148,132 ポスレジ保守 148,132

その他経費 162,000 57,046 諸会費・交際費・研修費・外注費 50,000

減価償却費 97,122 0

経費小計 7,476,500 6,828,640 6,608,132

販売管理費計 29,015,500 25,182,202 24,913,232

営業損益金額 2,017,500 -1,230,153 28,080

[営業外収益]

受取利息 900 1,302 利息・配当金 792

雑収入 40,000 2,337,733

・バーコード・コピー代
・持続化給付金(国）
・休業要請協力金（県）　※⑤ 50,000

寄付金収入 12,000 12,000 労金 12,000

営業外収益合計 52,900 2,351,035 62,792

[営業外費用]

支払利息 163,000 97,539 興信・政策金融公庫 71,360

雑損失 0 0

営業外費用合計 163,000 97,539 71,360

税引前当期純損益金額 1,907,400 1,023,343 19,512

　　　が含まれている。なお、第17期に入った8月、鹿屋市の休業要請協力金10万円も受領した。
※⑤コロナ渦に関わる収入減に対する国の「持続化給付金：200万円」、鹿児島県の「休業要請協力金：20万円」

第17期　予算案

※①新型コロナウイルス感染拡大防止策による最繁忙期の休園及びばら祭り中止による売上減
※②新型コロナウイルス感染拡大防止策による最繁忙期の休園及びばら祭り中止による仕入費減
※③「ばらを活かしたまちづくり計画推進委員会から受託した「誘客促進事業」に要した経費
※④新型コロナウイルス感染防止策によるばら祭り中止に伴い、負担金免除及び減額となった。



1 秋廣　恵子 31 坂江　弘子 61 永山　俊一　 91 宮地　美保子

2 安楽　友起子 32 坂下　勝則 62 西薗　美恵子 92 宮島　眞一

3 井手　マユミ 33 坂本 ひとみ 63 西田　晃子 93 宮田　研一

4 岩切　菜穂子 34 迫　真美 64 萩枝　文子 94 宮本　久美子

5 上清水　良江 35 下仮屋　ゆかり 65 早川　雅子 95 矢口　信好

6 上園　圭子 36 新牛込　正輝 66 原添　耕作 96 山口　秀三

7 上谷田　浩幸 37 新川 ルミ 67 原田　雅子 97 山﨑　隆夫

8 上谷田　美由紀 38 新牧　恵美 68 原田　靖 98 山下　明美

9 上ノ原　弘子 39 末次　めぐみ 69 繁昌　真由美 99 山下　いずみ

10 内山　道男 40 鈴木　なち子 70 東　里美 100 山田　一生

11 榎屋　智恵美 41 鈴木　三枝子 71 平岡　陽一郎 101 吉原　隆

12 大重　覚 42 園田　美子 72 深水　とも子 102 吉松　きよみ

13 大田　美子 43 高橋　一浩 73 福崎　和士 103 吉村　田鶴子

14 奥村　純一郎 44 竹井　高志 74 福重　ひとみ 104 若崎　昭

15 落司　ひとみ 45 武石　卓郎 75 福元　やちよ 105 鬼丸　義嗣

16 尾曲　伸一 46 武下　英子 76 福山　和子 106 山﨑　美鶴

17 尾曲　和子 47 武田　明美 77 古川　寿美 107 神田　俊文

18 甲斐　みつ子 48 田島　節子 78 別府　ひとみ 107名

19 加藤　リサ 49 立元　良三 79 堀内　千恵子

20 上鶴　恭子 50 田麥　菊乃 80 堀之内　芳平

21 河野　ちひろ 51 津曲　里美 81 北郷　奏美

22 川原　ゆう子 52 鶴添 直美 82 前原　まゆみ

23 寒水　真実子 53 デービッド･Ｂ・サンダーソン 83 益満　裕子

24 久保　俊広 54 堂地　智子 84 松山　途

25 隈元　英子 55 徳田　瑞穂 85 丸野　里美

26 栗元　秀昭 56 冨岡 久子 86 三木　知子

27 小迫　勝美 57 中澤　良次郎 87 南大津　和代

28 古城　髙志 58 中島　芳美 88 皆元　ゆう子

29 木場迫　俊幸 59 中間　いく代 89 宮内　瑞恵

30 近藤　善光 60 中村　明美 90 宮城　敦

1 1 上谷田 和幸

2 2 上谷田 敏幸

3 3 上谷田 真幸

4 4 上谷田 幸奈

5 4名

6

7

8

9

9団体

107名

9団体

4名

※名前の公表を望まない方は事務局へお知らせください。

㈲高山観光バス

個人会員
正会員数　116名

協賛会員

ボランティア会員

㈱ミズホ商会

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】 【ボランティア会員】

鹿屋市観光協会

かのや緑化協同組合

関東かのや会　会長 前田義美

大海酒販株式会社

なのはな会関東支部

パートナーズ吉松保険事務所

㈱アイロード



 

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：R1.8.1～R3.7.31 

２ 顧  問 

志學館大学人間関係学部教授 

鹿児島県立図書館第２４代館長 

鹿児島大学名誉教授 

原 口  泉 

任期：R1.8.1～R3.7.31 

３ 顧  問 
FLY＆STAY ツーリズムかごしま 主宰 

奈良迫 英光 
任期：R1.8.1～R3.7.31 

４ アドバイザー 
中央大学理工キャリア支援課 

上 神 敦 子 
任期：R1.8.1～R3.7.31 

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：R1.8.1～R3.7.31 

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：R1.8.1～R3.7.31 

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：R1.8.1～R3.7.31 

 



 

  

 

 

 

 役  職 氏   名 備   考 

1 理 事 長 落司  ひとみ 任期：R1.8.1～R3.7.31 

2 副理事長 山 﨑 隆 夫 任期：R1.8.1～R3.7.31 

3 副理事長 原 田 靖 任期：R1.8.1～R3.7.31 

4 副理事長 上谷田浩幸 任期：R1.8.1～R3.7.31 

5 専務理事 丸 野 里 美 任期：R1.8.1～R3.7.31 

6 理  事 吉 原 隆 任期：R1.8.1～R3.7.31 

7 理  事 近 藤 善 光 任期：R1.8.1～R3.7.31 

8 理  事 竹 井 高 志 任期：R1.8.1～R3.7.31 

9 理  事 末次めぐみ 任期：R1.8.1～R3.7.31 

10 理  事 加 藤 リ サ 任期：R1.8.1～R3.7.31 

1 監  事 早 川 雅 子 任期：R1.8.1～R3.7.31 

2 監  事 岩 元 伸 二 任期：R1.8.1～R3.7.31 

 

特定非営利活動法人ローズリングかのや理事及び監事（R2.9.24 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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