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平成 30 年度定期総会挨拶 

 
笑顔で元気に！ 

 
今年は例年になく早い開花となり、かのやばら園もゴールデンウィーク中に満開

をむかえ、多くのお客様にご来園いただいているところです。 
日頃より当法人の活動にご理解とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。 
 
ここ大隅の地にも、大河ドラマ「西郷どん」の効果もあり、多くの観光客が来ら

れているように思います。桜島・神川大滝・雄川の滝・佐多岬など、それぞれの地

域で、その土地ならではの工夫とおもてなしでお客様を迎えている。それこそが大

隅の底力ではないかと思います。 
 
当法人の理事長となり、４年目を迎えることとなりましたが、スタッフはもちろ

んのこと、関わってくださる皆様に助けられながらここまでこれたかな、と思って

おります。そこには、かのやばら園を盛り上げたい！多くの方に来ていただきた

い！という共通の目標があるのだと思っております。そしてその先には、ばらを活

かしたまちづくりがあり、新たな地域産業の創出があると思います。霧島ヶ丘公園

一帯も新しい取り組みでにぎやかになりつつあります。そこにも新たな事業がはじ

まり、地域の元気に繋がっていくことと思います。 
 
ばら園にこられるお客様は、みなさん笑顔でばらたちに目を向けてくださいます。 

来園される方や市民の心のいやしの場になればとても嬉しいことです。そのために

我々スタッフ一同、おもてなしのこころを忘れずに、いつも笑顔で元気にお客様を

お迎えし、我々も又、元気をいただき、明日へと進んでいきたいと思っております。 
今後とも、会員の皆様の一層のご理解とご支援を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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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. 来賓紹介 

4. 来賓挨拶    鹿児島県大隅地域振興局  局長 堀之内健郎 様 

        鹿屋市長  中西 茂 様 

5. 総会成立宣言 

6. 議長の選出と議事録の選任                     

 議長【           】議事録署名人【      】【       】 

7. 議事  

① 議案第１号 平成 29 年度事業報告･･････････････････ １～６ページ 

② 議案第 2 号 平成 29 年度活動決算報告・監査報告････ ７～１２ページ 

③ 議案第 3 号 平成 30 年度事業計画（案）････････････ １３～１６ページ 

④ 議案第 4 号 平成 30 年度活動予算（案）････････････ １７ページ 

⑤ 議案第 5 号 定款の変更に関する件 ･････････････････ １８ページ 

⑥ その他の事項 

 

8. 議長退任 

9. その他 

顧問及びアドバイザーについて 

10. 閉会の言葉 

 



議案第１号 平成29年度事業報告 

 

平 成 ２９ 年 度 事 業 報 告 

１ 事業実施の成果  

平成２９年度は、「ばらを活かしたまちづくり」を鹿屋市と協働で取り組む活動を引き続き「かのやばら園誘 

客促進事業」として委託を受け、年度途中からは、鹿屋市都市政策課公園管理室及び霧島ヶ丘公園管理事務所

と毎月連絡会を開催しながら連携を深め、より効果的な体制を図りながら活動を行った。また、前年度の運営

見直しとして5年間展開してきた鹿屋産ばら育成事業を終了した為、平成29年度は新たな形でのバラ苗販売を行

った。年度途中の11月からは、職員の体制も新たにし、事務局と現場スタッフが、従来以上に一丸となり、ま

た地元業者の方々との連携を深めながら、かのやばら園入園者に喜ばれる売店運営に取り組んだ年と言える。 

 

２ 事業の実施に関する事項（平成29年4月1日 ～ 平成30年3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 ４～翌１月 かのやばら園 第14期 全８回 

２）ばらいっぱいコンクールの実施及び

フォローアップ 

５月 かのやばら園及び鹿

屋市内外地域 

第10回 

３）花＊薔薇＊会活動支援 ４～翌３月 かのやばら園  

４）研修会・視察等・各種研修会等開催 ４～翌３月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    県内外  

５）歳時ごとの企画事業の実施 ４～翌３月 かのやばら園 体験工房等 

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～翌３月 鹿屋市内 

 

ばらの花弁供給支援 

２）地元農林水産物を使用した加工製品

の推奨 

４～翌３月 売店 

 

ばら園におけるPR販

売等 

３）かのやばら園誘客促進事業 

①ばら園誘客促進 

②ガイド育成および運用 

４～翌３月 

 

かのやばら園・ 

霧島ヶ丘公園 

 

かのやばら園 

誘客促進事業 

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 

４～翌３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売店 

４～翌３月 かのやばら園 

園内温室 

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 

 

（別紙３） 

 

 

１）会報の発行 

２）PR活動の実施 

８月 

４～翌3月 

かのやばら園及び鹿

屋市内 

 

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 

４～翌３月 かのやばら園及び市

街地 

協賛金として 

10万円と6万円 

４）誘客・販促事業 ４～翌３月 売店･カフェ食堂  

５）広報・宣伝の実施 ４～翌３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 

２）花育・土育事業 

４～翌３月 

12～2月    

かのやばら園 

霧島ヶ丘公園 

 

第５期 

花＊薔薇＊会 

ガーデン造り支援 

酒類販売事業 １）酒類の販売に係る事業 ４～翌３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 

２）その他 

４～翌３月 かのやばら園  

 



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 14期 ばらの栽培教室 開催実績 

受 講 生 受講生 11名 修了者(4回/全 8回以上の出席) 10名 皆勤賞 1名  

※場所：かのやばら園多目的ホール 及び かのやばら園内 

※全講習において、花＊薔薇＊会の運営サポートをいただいた。 

 

２）かのやばら園アカデミー講座活動                  【自主事業】 

平成 29 年度 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 18回 54名 

 

３）ばらいっぱいｺﾝｸｰﾙの実施およびフォローアップ  【協働事業：ばらを活かしたまちづくり推進委員会】 

第 10回 ばらいっぱいコンクール 

審 査 日 平成 28 年 5月 9日(火)雨・10日(水)晴    表彰式：平成 28年 5月 28日（日） 

応募件数 【学校の部】18 校 【一般の部】 17 件 
今回は、一般応募と鹿屋市のばらいっぱい支援事業にて苗肥料の配布を行っている

団体すべてを審査した。 

表 彰 【学校部門】最優秀賞：鹿屋中 優秀賞：吾平中 審査員特別賞：串良小学校 
【一般部門】最優秀賞：大園一行邸 優秀賞：ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ吾平振興会館 

審査員特別賞：西原 2 丁目東町内会 
【殿堂入り】大園一行 様 過去 8 回うち 3 度の最優秀賞受賞の功績を表彰。 

 

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

平成 29 年度 花＊薔薇＊会 活動実績 

毎月一回の定例会 定例会、研修、寄せ植え体験会、新ガーデン作りなど 

  

５）研修会・視察等・各種研修等会開催                     【自主事業】 

実 施 日 内  容 参加人数 活動場所 

4月 13日 花束作り講習 13人 多目的ホール 

1月 30日 おもてなしセミナー 2人 肝付町役場 

2月 4日 おおすみ学校 1人 鹿屋市中央公民館 

2月 12日 合同企業説明会 2人 リナシティかのや 

2月 14日 チラシ POP作りセミナー 2人 肝付町福祉会館 

3月 15日 おおすみ未来会議 DMOシンポジウム 1名 さつき苑 

 

６）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。 



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 平成 29 年 4月～平成 30年 3月 

内  容 

①  ばらの花弁を使った商品の開発サポート 

 【平成 29 年度ばら「ダマッセナ」及び「桜島」の花弁の受注及び供給手続き】 

  ●有限会社お茶の緑峰園 （バラ入り緑茶＆紅茶、大人香り茶） 

 
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 平成 29 年 4月～平成 30年 3月 

内 容 ①商品の販売 

 
３）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】 
（１）かのやばら園誘客促進事業 実績報告 

実施期間 平成29年7月1日～平成30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。 

ボランティアガイドの養成・活動を通じて、ばら園の広報、魅力発信する。 

事業の内容  (１)かのやばら園の誘客促進につながるイベント等の企画・実施に関すること 
   ①定期的な体験講座や各種研修会の開催 

   ②他の観光施設との連携したイベントの企画・実施 

   ③無料入園日に合わせた誘客イベントの実施 

   ④集客促進につながるイベント等の企画・実施に関すること 

 (２)かのやばら園ガイドの育成、運用等に関すること 
  ①ばら園ガイドの育成 

  ②ばら園入園者に対する園内ガイドの実施 

  ③ばら園ガイド登録者との連絡・調整 

  ④園内ガイドマップの更新に関すること 

  ⑤園内コースマップの造成に関すること 

  ⑥その他、ばら園ガイドの運用に関すること 
事業成果 ●かのやばら園無料入園日 

 6月 224名、7月 166名、8月 411名、9月 685名、10月 736名、1月 658名 

2月 398 名、3月 917 名 計 4,215名 

●季節に合わせたイベントを組むことによって効果的な集客効果があった。 

① 8月 11 日～15日 納涼祭 730名 



② 10月 29 日 ハロウィンパーティー 144名 

③ 9月～12月 みんなの赤そばプロジェクト 70名 

④ 1月 3日 新春祭り 658名 

⑤ 3月中 ガーデンウォークスタンプラリー 221名 

⑥ 3月 24 日・25日 フラワーマーチフェスティバル 515名 計 1,680名 

●ガイド事業においては、ばら祭り期間のガイド、研修を継続して行った。 

今後の課題 公園の植栽と連携を取り、植栽の植物とイベントをマッチングさせより多くの集客を図

っていくことが必要。無料入園日など、情報発信強化として、公園内への掲示を増やし

たり、インターネットを活用して、幅広い世代に周知を促す必要がある。 

 
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 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 
≪平成 29年度活動実績≫ 

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 
8 月 27 日(日) PR 活動 内之浦えっがね祭りオープニングイベント出店 
3 月 7 日(水) 視察研修 第４回東川さんと廻る大隅再発見研修（高山地区） 

 
（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、オリジナルグッズ等の販売 

※平成 29年度の案内所立ち寄り者数 約 5,300人 

 



 

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 

平成 29年 8月 
平成 29 年度総会報告、ばらいっぱいコンクール報告、おおすみ観光案

内所開所お知らせ 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 

4月 16（日） かのやばら祭りボランティア研修会  

4月 29日(土)～6月 4日(日) 
かのやばら祭り 2017春 

6月 2日(金)～6月 4日(日) スプリングファンタジーナイト 

5月 6日(土)～8日(月) 春の山形屋キャンペーン 

10 月 18日(水)～20日(金) 秋の鹿児島山形屋キャンペーン  

11 月 12日(日) かのやばら祭りボランティア研修会  

11 月 18日(土)～12月 10日(日) 

かのやばら祭り 2017秋 

11月 26日（日） かのや薔薇王子コンテスト 

12月 9日(土) ばらら杯カラオケ大会 

12 月 22日(金)～25日(月) クリスマスファンタジーナイト 

平成 30年 2月 3日(土)～4日(日) フラワーフェスタ inかごしま 参加 

 



議案第１号 (別紙 4) 

 

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５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 29 年 3月～平成 31年年 2月(2年間) 

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募集する。 

 ・バラ苗 1本 （かのやばら園内のオーナーガーデンに植栽） 

 ・２年間分の年間入園パスポート 

 ・オーナー限定イベント(植樹祭、切り花、剪定会など)参加資格 

 ・２年後の引渡会にて、オーナーはバラ苗を持ち帰る。 

  ・NPO法人ローズリングかのやへの２年間の正会員入会（希望者のみ） 

  ・平成 29年 3月 19日第 5期ばらのオーナー植樹祭を実施済 

ｵｰﾅｰ数 ２７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＊会新ガーデン造園 

開催日 平成 30 年 2月 18日～  

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。公園に来るたびガーデンを見ることができ、折に触れ

成長を観察することにより、何度も足を運んでもらい身近に感じてもらえるようにする。 

市民参加型の公園の景観つくりを目指す。 

内  容 オリンピックロードに新ガーデンを作る。 

作業は、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、造園に取り組む。 

南国鹿児島(鹿屋)らしいイメージを表現したガーデンを作る。 

 
 















議案第3号 平成30年度事業計画(案) 

平成３０年度事業計画（案） 

                                                              

１ 事業実施の方針  

平成 30 年度は、バラシーズン中の天候や災害などによる「かのやばら園」入園者数に大きく左右される当法人

の経営体制を改善すべく、定期的に経営状況を分析しながら健全な運営をめざすこととする。特に霧島ヶ丘公園

有効活用利用事業の一環として平成30年4月27日にオープンした「かのやえんがわ」の各店舗とも連携して年

間を通じた、かのやばら園を含む公園全体への誘客促進に取り組みをめざす。そのためにも、昨年度に引き続き、

職員及び理事が一丸となって、お客様に喜ばれる「おもてなし」に磨きをかけ、各事業の運営を行う。 

 

２ 事業の実施に関する事項（平成30年4月1日 ～ 平成31年3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 ４～翌１月 かのやばら園 第15期 

2）花＊薔薇＊会活動支援 ４～翌３月 かのやばら園  

3）研修会・視察等 

・スタッフ研修 

・一般向け研修会他 

４～翌３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） 

４～翌３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 

４～翌３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 

４～翌３月 売店  

3）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 

４～翌３月 

 

 

大隅広域  

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売店 

４～翌３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 

８～９月 

４～翌３月 

かのやばら園及び 

鹿屋市内 

 

 

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 

４～翌３月 かのやばら園及び

鹿屋市全域 

 

4）誘客・販促の実施 ４～翌３月 鹿屋市全域  

5）広報・宣伝の実施 ４～翌３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 

４～翌３月 

10～翌２月 

かのやばら園 

霧島ヶ丘公園 

第5期 

酒類販売事業 1）酒類の販売に係る事業 ４～翌３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 

3）その他 

４～翌３月 かのやばら園  

 



議案第３号 （別紙 5） 

平成 30 年度 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、当法人が全８回講座実施します。 
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 12 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実施。また、霧島ヶ丘公園オリンピックロードに新規に「花＊薔薇＊会ガー

デン」を整備し、活動や交流のシンボルとして管理しています。独自事業も含めて幅広い活動を継続

支援してまいります。 
研修会・視察等の実施 

会員研修視察につきましては、「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企画し、広域観光拠点相互の連携も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、接遇研修会等も計画・実施いたします。 
さらに平成 28 年度に加入した鹿屋商工会議所が主催する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。 
歳時ごとの企画事業の実施 

これまで継続的に実施し、年々内容を改善し、地元地域住民を含む参加者を増強してきた実績を基に、

今年度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：納涼祭、夜空の映画館、ハロウィンイベントなど 
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を地域内外に積極的に情報発信し、

地域ブランド確立に向けた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る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 

かのやばら園のお客様目線を基にした魅力アップの工夫と、ターゲットに応じた PR 強化を図り、地

域資源の宝庫である大隅地域の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 

かのやばら園にふさわしいメニューや、各イベントに合わせたメニューの提供を行い、各種団体と連

携して地元食の開発と PR を行い、ご来園のお客様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、ばら祭り実行委員会の実行委員（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、鹿屋市と一体となって年に３～４回の出張キャンペーンや、他施設

でのイベントと連携する形での PR 販売活動を展開してまいります。 
広報・宣伝 
  閑散期の誘客目的イベントや商品情報などを旅の情報紙や地元メディアを活用して PR することに

加え、旅行会社に対して大隅広域における体験プログラムをつなぐツアーを提案するなど、行政と

連携しながら広報宣伝に努めます。 
 
 
■ 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、平成 28 年度に第 5 期を募集し、植樹祭を開催致しました。また、季節

に応じて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」事業を展開していく。 
 

■ 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 
 ・関係機関や団体の代表や担当者の入れ替わり等に際し、従来の協働事業や連携事業の継続及び充実、

そして新たな連携事業の展開を図るためにも、ローズリングかのやの目的や事業内容、その方針に

ついて説明させていただく場を設定し、理解していただいた上で、ともに活動する会員になってい

ただく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）かのやばら園の売店において、地元（鹿屋・大隅地域）業者の商品を優先的に販売し、業者の方々

と定期的な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

る商品づくりに取り組み、地元商品の効果的な PR に努めます。 



議案第4号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成３０年度　予算（案）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日

勘定科目 H29年度予算 H29年度決算 H30年度予算（案） 摘要
[売上高]
ローズリング会費収入 160,000 144,400 150,000
業者登録料 450,000 440,000 450,000
栽培教室収入 80,000 43,000 80,000
新商品開発収入 18,000 3,240 25,000
ショップ売上 23,735,000 31,369,382 28,860,000
苗木売上 9,800,000 11,834,970 10,888,000
催事売上 480,000 462,360 260,000
カフェ食堂運営 0 0
観光案内所 1,000,000 608,994 1,500,000
鹿屋市委託収入 15,120,000 15,219,066 14,247,000 ローズトレイン含む
その他収入 1,000,000 1,701,047 1,000,000
オーナー収入 300,000 0 300,000

売上高合計 52,143,000 61,826,459 57,760,000

[売上原価]
期首商品棚卸高 3,534,962
委託商品仕入 16,614,500 21,352,284 19,625,000
その他仕入 520,000 639,620 480,000
商品仕入 1,890,000 3,253,692 2,886,000
ばら苗仕入 4,410,000 3,789,238 4,355,000
材料仕入 100,000 12,993 50,000

当期商品仕入高合計 23,534,500 32,582,789 27,396,000
期末商品棚卸高 2,293,188

売上原価計 23,534,500 30,289,601 27,396,000
売上総損益金額 28,608,500 31,536,858 30,364,000

[販売管理費]
役員報酬 600,000 600,000 600,000
給料手当 17,573,000 18,018,370 18,770,000
賞与 0 0
法定福利費 1,600,000 1,539,356 1,350,000
福利厚生費 50,000 73,048 50,000

人件費小計 19,823,000 20,230,774 20,770,000
印刷製本費 120,000 192,292 120,000
荷造運賃 300,000 199,608 253,000
広告宣伝費 205,000 322,704 40,000
渉外費 5,000 0 10,000
会議費 5,000 0 5,000
旅費交通費 150,000 92,250 84,000
通信運搬費 660,000 610,439 520,000
販売手数料 15,000 61,026 15,000
負担金 220,000 169,800 190,000
消耗品費 1,050,000 1,294,163 800,000
修繕費 20,000 0 20,000
水道光熱費 303,000 284,279 697,000
新聞図書費 38,000 37,116 38,000
諸会費 31,000 32,000 31,000
支払手数料 46,000 38,034 41,000
車両費 96,000 98,306 138,000
賃借料 1,500,000 936,102 1,000,000 売店使用料他
保険料 264,000 227,360 267,000
租税公課 1,410,000 2,094,350 1,812,000 消費税他
支払報酬料 302,000 448,381 300,000
委託料 510,000 358,776 300,000
保守料 181,000 166,095 100,000
燃料費 6,000 4,913 9,000
研修費 5,000 50,000 15,000
雑費 5,000 2,000 5,000
減価償却費 100,000 99,963 100,000

経費小計 7,547,000 7,819,957 6,910,000
販売管理費計計 27,370,000 28,050,731 27,680,000
営業損益金額 1,238,500 3,486,127 2,684,000

[営業外収益]
受取利息 500 52 100
雑収入 1,200,000 34,000 30,000
寄付金収入 10,000 12,000 12,000

営業外収益合計 1,210,500 46,052 42,100
[営業外費用]
支払利息 249,000 248,382 223,000
[経常外費用]
過年度損益修正損 1,836,000
法人税住民税 71,000

営業外費用合計 249,000 2,155,382 223,000
経常損益金額 2,200,000 1,376,797 2,503,100



 
議案第５号 定款変更の件 

 
定 款 変 更 について 

 
当法人の定款について、第 5 条の変更を行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

現 行 
第 4 章  役員及び職員 
第 13 条（種類及び定数） 
この法人に次の役員を置く。 

(1) 理事 10 人以上 25 人以内 
(2) 監事 1 人以上 2 人以内 
 
【変更の理由】 
上限の 25 人という数字が、当法人の現状に即

していないと考え、定数を見直す時期として 
適正な定数として変更する。 
 
 
第９章  公告の方法 
第 56 条（公告の方法） 
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示す

るとともに、官報、南日本新聞に掲載して行う。 

 
 
 
【変更の理由】 
平成 28 年の特定非営利活動促進法の改正によ

り、NPO 法人は、貸借対照表について、定款

で定める方法により、公告することが義務付け

られた。（第 28 条の 2 第 1 項）このことによ

り、当法人の貸借対照表の公告の方法として

は、「ホームページ掲載」が適正と考え、変更

する。 

変更後 
第 4 章 役員及び職員 
第 13 条（種類及び定数） 
この法人に次の役員を置く。 

(1) 理事 8 人以上 15 人以内 
(2) 監事 1 人以上 2 人以内 

  
 
 
 
 
 
 
第９章 公告の方法 
第 56 条（公告の方法） 
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示する

とともに、官報に掲載して行う。 

 ただし、特定非営利活動促進法第 28 条の 2 第 1 
項に規定する貸借対照表の公告については、この 
法人のホームページに掲載して行う。 

 
 
 



【個人会員】
№ 名　　前 № 名　　前 № 名　　前 № 名　　前
1 安楽　友起子 31 隈元　英子 61 中島　芳美 91 益満　裕子
2 赤嶺　みどり 32 栗元　秀昭 62 中野　広子 92 松本　辰二
3 浅井　比呂江 33 郡　裕作 63 中間　いく代 93 松山　途
4 岩切　菜穂子 34 小迫　勝美 64 中村　明美 94 丸野　里美
5 上清水　良江 35 古城　髙志 65 永山　俊一　 95 南大津　和代
6 上園　圭子 36 後藤　真澄 66 西薗　美恵子 96 宮内　瑞恵
7 上ノ原　弘子 37 近藤　善光 67 西田　晃子 97 宮城　敦
8 上山　よし子 38 坂江　弘子 68 野田　敬一 98 宮崎　美佐子
9 内山　道男 39 新牛込　正輝 69 萩枝　文子 99 宮地　美保子
10 鵜藤　哲夫 40 新牧　恵美 70 早川 雅子 100 宮島　眞一
11 鵜瀬　芳昭 41 末次　めぐみ 71 原添　耕作 101 宮田　研一
12 栄楽寿司 42 鈴木　なち子 72 原田　雅子 102 宮本　久美子
13 江崎　眞由美 43 鈴木　三枝子 73 原田　靖 103 山﨑　隆夫
14 大重　覚 44 園田　俊章 74 平岡　陽一郎 104 山田　一生
15 大田　美子 45 園田　美子 75 平山　恵子 105 吉原　隆
16 奥村　純一郎 46 高橋　一浩 76 深水　とも子 106 吉村　田鶴子
17 尾園　裕美 47 竹井　高志 77 福崎　和士 106名
18 落司　ひとみ 48 武石　卓郎 78 福重　ひとみ
19 尾曲　伸一 49 武下　英子 79 福島　久和
20 尾曲　和子 50 武田　明美 80 福田　ちひろ
21 甲斐　かよ子 51 竹原　波津美 81 福地　幸子
22 甲斐　みつ子 52 田島　節子 82 福元　やちよ
23 加藤　リサ 53 立元　大 83 福山　和子
24 上谷田　浩幸 54 立元　良三 84 別府　ひとみ
25 上谷田　美由紀 55 茶円　まゆみ 85 別府込　初男
26 上鶴　恭子 56 津曲　里美 86 堀内　千恵子
27 河原　多美子 57 デビッド･Ｂ・サンダーソン 87 堀之内　芳平
28 川原　ゆう子 58 堂地　智子 88 北郷　奏美
29 寒水　真実子 59 徳田　瑞穂 89 前之原　文夫
30 久保　俊広 60 中澤　良次郎 90 前原　まゆみ

【協賛会員】 【ボランティア会員】
№ № 名　　前
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
10

10団体

※お名前の公表を望まない方は事務局へお知らせください。

協賛会員
ボランティア会員

10団体
4名

　　正会員数　116名

パートナーズ吉松保険事務所
はまよし株式会社
㈱アイロード
㈱ミズホ商会
㈲高山観光バス

個人会員 106名

特定非営利活動法人ローズリングかのや　会員名簿

(一社)鹿屋市観光協会
かのや緑化協同組合
関東かのや会
大海酒販株式会社
なのはな会関東支部

名　　前



 

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：H29.6.1～31.5.31 

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：H29.6.1～31.5.31 

３ 顧  問 
FLY＆STAY ツーリズムかごしま 主宰 

奈良迫 英光 
任期：H29.6.1～31.5.31 

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：H29.6.1～31.5.31 

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：H29.6.1～31.5.31 

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：H29.6.1～31.5.31 

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：H29.6.1～31.5.31 

 



 

  
 

 

 

 役  職 氏   名 備   考 

1 理 事 長 落司  ひとみ 任期：H29.6.1～31.5.31 

2 副理事長 山 﨑 隆 夫  任期：H29.6.1～31.5.31 

3 副理事長 原 田 靖 任期：H29.6.1～31.5.31 

4 副理事長 上谷 田浩幸 任期：H29.6.1～31.5.31 

5 専務理事 丸 野 里 美  任期：H29.6.1～31.5.31 

6 理  事 吉 原 隆 任期：H29.6.1～31.5.31 

7 理  事 近 藤 善 光  任期：H29.6.1～31.5.31 

8 理  事 宮 島 眞 一  任期：H29.6.1～31.5.31 

9 理  事 竹 井 高 志  任期：H29.6.1～31.5.31 

10 理  事 末次 めぐみ 任期：H29.6.1～31.5.31 

11 理  事 加 藤 リ サ  任期：H29.6.1～31.5.31 

1 監  事 早 川 雅 子  任期：H29.6.1～31.5.31 

2 監  事 岩 元 伸 二  任期：H29.6.1～31.5.31 

 

特定非営利活動法人ローズリングかのや理事及び監事（H30.5.23 現在） 



memo



 

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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