
さくら　 じま

桜島ミュージアム活動事例

桜島に来て，体験して，楽しみながら学んでみませんか？きっと新しい発見にワクワク，ドキドキしますよ！

主な活動内容 action

鹿児島県の指定管理者として桜
島ビジターセンターの管理運営
を行い，観光や教育の拠点とし
て活用しています。

1

ガイドツアー，体験プログラム，
修学旅行の受け入れなど，体験
型観光の総合コーディネートを
行っています。

2

桜島産椿油のブランド商品化と
販路拡大を通じて，桜島の活性
化を目指しています。

3

代表者／福島大輔
所在地／〒891-1541 鹿児島市野尻町205
連絡先／TEL:099-245-0100　FAX:099-245-0101
Email ／ info@sakurajima.gr.jp
ホームページ http://www.sakurajima.gr.jp

特定非営利活動法人 桜島ミュージアム

■受賞歴など
平成23年度　エコツーリズム大賞　特別賞
　　 〃 鹿児島県新加工食品コンクール　特別賞
平成24年度　鹿児島市景観まちづくり賞　景観部門

体験観光

桜島をまるごと博物館と考え，現地で本
物を見て，楽しみながら学べる新しいタ
イプの博物館を目指しています。

団体の紹介 introduction

メッセージ
 Message

桜島ビジターセンターの
管理運営

体験型観光の総合コー
ディネート

桜島産椿油のブランド
商品化と販路拡大

ビジターセンター

つばき油

14
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さつ　　ま ろっく くらぶ

薩摩ROCK・CLUB活動事例

私たちは音楽，福祉全般を中心に様々な活動をしています。イベント運営のほか，障がい者向け音楽ス
クール「きぼうの鐘」や福祉作業所「スマイル」，職業訓練求職者支援制度「総合福祉サービス科」も運営
していますので，興味のある方はお気軽にご連絡していただけたらと思います。

主な活動内容 action

音楽イベント開催や音楽レッス
ン及び自主練習のサポートを行
う音楽活動支援事業を実施して
います。

1

NPO，福祉施設，自治会などの
イベントを盛り上げるためのサ
ポート事業を実施しています。

2

福祉作業所「スマイル」や職業
訓練求職者支援制度「総合福祉
サービス科」を運営するなど，障
がい者支援，就労支援，人材育
成事業を実施しています。

3

代表者／中野研吾
所在地／〒891-0104 鹿児島市山田町1451-15
連絡先／ TEL:０９９-２９７-４０００
Email ／ info＠satsuma-rock.com
ホームページ http://www.satsuma-rock.com/

福祉作業所「スマイル」
所在地／〒892-0842 鹿児島市東千石町8-23-3F
連絡先／ TEL:０９９-２23-1140
障がい者向け音楽スクール「きぼうの鐘」
所在地／〒892-0842 鹿児島市東千石町8-23-3Ｆ
連絡先／ＴＥＬ：099-226-3321 ＦＡＸ：099-227-2665

特定非営利活動法人 薩摩ROCK・CLUB

集合写真

児童音楽触れ合いイベント

音楽を愛するすべての県民及び心を閉
ざした青少年に対し，心を開き，友を得，
世代を越えた友情を育む喜びを教える
とともに，音楽を学ぶ場・披露する場を
提供する音楽イベント事業を行ってい
ます。さらにNPO，自治会などのイベン
トを盛り上げるためのサポートを行う事
により，多くの地域が活気を取り戻し，心
豊かな明るく安らぎのある社会の実現
に寄与する
事を目的と
し て い ま
す。

団体の紹介 introduction

メッセージ
 Message

音楽活動支援事業 イベントサポート事業 障がい者支援，その他就労支
援サポート事業，人材育成事業

15

自主イベント アートの祭典 依頼イベント ミニミニオハイエ 福祉作業所 スマイル
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きゅう    しゅうシー エス エス

CSS九州活動事例

今後は地域伝統芸能の保存継承への活動強化やサジェスト，あるいは観光誘致運動の一環としてコンベ
ンション誘致への協力活動などを目指しています。

主な活動内容 action

観光浮揚の一策として，県民の宴
の場と化した甲突河畔の桜の開
花に併せて菜の花の開花を同調
させた「春の景観作り」事業です。
その一環として，秋に市民参加の
播種事業，春に開花に併せたリ
バーサイド事業（ウォーキングな
ど）を実施し，市民の積極参加を促
し，市民に支えられた甲突川の春
の景観の維持を目指すものです。

1

毎年5月25日に開催される「薩
摩義士頌徳慰霊祭」の前夜祭を
薩摩義士顕彰会から依頼を受
け，和灯り2000個を提供し「薩
摩義士を偲ぶ夕べ」を企画支援
しています。

2

鹿児島大学の医学部を中心とし
た各講座の主催学会の企画運
営事業の委託を受け，実施管理
しています。
年間３～５件程度の受託実績を持
ち，昨年は，博多で18000人の参
加があった，第65回日本循環器
学会学術集会のホスピタリティ部
門の運営を受託しました。

3

代表者／坂口典雄
所在地／〒891-0116 鹿児島市上福元町６３８０-９
連絡先／TEL:099-298-1511
Email ／ pco＠css-kyushu.jp
ホームページ http://www.css-kyushu.jp

特定非営利活動法人 CSS九州

菜の花播種事業（開会式・要領説明）

菜の花播種（現場実施説明）

主に地域おこしや伝承文化の継承，学
術会議や各種大会の開催に携わってい
る人々に対し，その文化活動や種々の
イベントに係わる企画運営等をサポー
ト，地域の活性化に寄与することを目的
としています。

団体の紹介 introduction

メッセージ
 Message

鹿児島川物語［水・花・
文化のシンフォニー］

薩摩義士頌徳慰霊祭
の支援

鹿児島大学の主催学
会の企画運営

16
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えいちてぃえるぶい かいに　 ほん

日本からHTLVウイルスをなくす会活動事例

試行錯誤，悪戦苦闘の活動が実って総理官邸で菅総理大臣と対面した時は感激しました。
今後も引き続き，ATLやHAMの撲滅を目指し，活動を続けてまいります。

主な活動内容 action

医師や研究者と協力し合い，患者
には情報を，世間には啓発を促す
ために全国で開催しています。

1

国や地方の対策協議会に参加
し，患者やキャリアの立場で意見
を発表しています。

2

通常の業務として，電話やメー
ルによる相談や定期的な会報発
行で情報を発信しています。

3

代表者／菅付加代子
所在地／〒890-0008 鹿児島市伊敷３－１５－６
連絡先／TEL:０９９-８００-３１１２
Email ／ nakusukai@po.minc.ne.jp
ホームページ http://www.minc.ne.jp/~nakusukai/index.html

特定非営利活動法人 日本からHTLVウイルスをなくす会

■受賞歴など
2010年度　国際ソロプチミスト鹿児島プロジェクト・オブ・ザ・イヤー賞，同クラブ賞
　　〃　 南日本文化賞
2011年度　西日本文化賞

総理官邸での菅総理大臣（当時）との対談の様子（H22.9.8）

垂水市文化センターで行った講演会でのスマイルリボン
普及活動（H20.6.15）

ＡＴＬ（成人Ｔ細胞性白血病）やＨＡＭ
（脊髄麻痺）の撲滅を目指し国に対して
原因ウイルスHTLV-1総合対策を求め
る活動を続けています。

団体の紹介 introduction

メッセージ
 Message

医療講演会やシンポジ
ウムの開催

国や行政との協議会参加 患者やキャリアの相談，
会報作成

17

福岡市で行ったシンポジウムでのパネルディス
カッションの様子

東京で行ったシンポジウムのチラシ厚生労働省との意見交換会で要望書を提出し
ている様子
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活動事例

平成１２年３月に発足し，社会起業家を輩出・支援する事業を中心に活動してきました。今後は，公益財団
法人として，更なる公益の増進に努めてまいります。

主な活動内容 action

現在，社会には多くの課題が存
在します。そうした課題を事業に
よって解決するために起業を志
す人財を，これまでにはなかった
新たな形で育成する仕組みで
す。福岡・熊本・鹿児島を中心に
教習所を展開しています。

社会起業家の育成・支援を主な柱とし，ソーシャルビジネス・コミュニティビジネスの普及・相談援助等を通して，
コミュニティ再生のために様々な業態とのネットワーク形成・協働推進を図るべく各種事業を展開しています。

1

個人や各種団体の皆様の様々
な活動・学びの場になるよう，レ
ンタルスペースの提供と活動支
援を行っています。

2

東アフリカ・ウガンダを中心とし
た海外事業。BoP（低所得者層）
ビジネス視察，農業経営者育成，
Globe Academy（起業家精神
の育成を核とした，子どもたちの
自立心・創造力を養うことを目的
としたスクール）の3事業を展開
しています。

3

代表者／松村一芳
所在地／〒892-0842 鹿児島市東千石町13番地16
連絡先／TEL:099-219-5739　FAX:099-219-5728
Email ／ info@naturing.org
ホームページ http://www.naturing.org/

公益財団法人 ネイチャリング財団／ネイチャリング・プロジェクト

■受賞歴など
平成21年経済産業省の「ソーシャルビジネス５５選」に中間支援団
体では九州で唯一選出され，大臣表彰を受賞しています。

社会起業家・教習所

天まどコワーキングスペース

海外事業　Globe Academy

社会起業家の輩出と，ネットワーク形成・
協働の推進を図り，永続的な地域コン
ソーシアムを実現するため，活動してい
ます。

団体の紹介 introduction

メッセージ
 Message

社会起業家・教習所 コミスタ10，
天まどコワーキングスペース

海外事業プロジェクト

18
ざい   だん

ネイチャリング財団
 ／ネイチャリング・プロジェクト
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ピンクリボンかごしま活動事例

乳がんで悲しむ人が一人でも減るように，小さな癌をみつけられるマンモグラフィ・エコーの検査を是非受
けてください。自分のために，家族のために。身近な市町村検診をご利用ください。

主な活動内容 action

啓発講演・ブース出展・キャン
ペーンなどを実施しています。

1

ピンクリボン月間がある１０月
に，乳がんや乳がん検診に関す
るイベント  フェスタ・ウォークを
実施しています。

2

寄付金付のオリジナルバッジや
マグネットステッカーなどの販売
やピンクリボン自販機を設置し
ています。

3

代表者／帖佐理子  
所在地／〒892-0817 鹿児島市小川町１７-３
連絡先／TEL:０９９-２２２-８７８７
Email ／ pinkribbon＠po.minc.ne.jp
ホームページ http://www.pinkribbon-k.jp/

特定非営利活動法人 ピンクリボンかごしま

ピンクリボン・ウォーク

ピンクリボン・フェスタ

乳がんの早期発見・早期治療を促す啓
発講演やイベント活動に関する事業を
行っている団体です。

団体の紹介 introduction

メッセージ
 Message

乳がんや乳がん検診に
関する知識の啓発とそ
の普及事業

「ピンクリボン ｉｎ Ｋａｇｏ
ｓｈｉｍａ」事業

乳がんの早期発見・早期治
療を促すための啓発グッズの
製作販売その他の収益事業

19

ロゴマーク
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まつ

ふ く 松活動事例

近年，子どもの体力知力の低下と地域の過疎化が問題となっており，私達の団体は自然体験を通じて子
どもの体力知力の向上と地域の活性化推進を目的に結成しました。今後も子どもの健全育成と地域社会
の発展のために創意工夫してまいります。

主な活動内容 action

平成２１年度より平成２４年度まで
継続して，年間を通じ子ども達と
秘密基地作りを実施しています。

1

平成２４年度は地域の「昔と今・
なまえまっぷ」の制作を行いまし
た。

2

里山のコンサート
などを開催して
います。

3

代表者／門田玲子
所在地／〒890-0034 鹿児島市田上４丁目４-２１
連絡先／TEL:090-7290-8107
Email ／ fukumatsu702@yahoo.co.jp
ホームページ http://www.fukumatsu.org

特定非営利活動法人 ふく松
■受賞歴など
≪活動紹介≫ 平成22年 ミサワホーム広報誌
 平成23年 新宿伊勢丹外部ショーウィンドウディスプレイ
  博多IMSビルサマーフェスタ
  南日本新聞主催エコシンフォニー
 平成24年 「ツリーハウスをつくる愉しみ」著：小林崇
≪受 賞 歴≫ 平成22年，平成23年 CO2・CO2（コツ・コツ）と減らすかごしまアクションコンテスト 奨励賞

ツリーハウス「どんぐりのやぐら」（日置市伊集院町～Ｈ21.11．28完成）

絵地図　ツリーハウス広場

秘密基地作りを通して子どもの健全育
成と地域資源を生かした地域の活性化
を図ることを目的としている団体です。

団体の紹介 introduction

メッセージ
 Message

秘密基地作り 地域住民との共同作業 地域でのイベント開催

20

伊集院町上神殿のかごしま弁絵地図 諸岡和裁教室着物ショー

里山のコンサート

▲

丸太橋作り
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ち　 いき

たん　けん かい
まちづくり地域フォーラム
 ・かごしま探検の会

活動事例

鹿児島は本当に素晴らしい環境にめぐまれています。地域を誇りに思っていただき，地域へのまなざしを
持っていただければ，新しい発見や気付きが生まれてくると思います。

主な活動内容 action

これまで見過ごされてきた地域
資源の価値や魅力の再発見。ま
ち歩き，「世間遺産」の提唱，地域
資源マップ作成，大河ドラマ等に
関連した観光地づくり等を提言
しています。

1

県内各地のまち歩きのメニューを
構築し，実際に活用。また，自治体
等と連携し，地域の物語を伝える
役割を担うまち歩きの案内人(観
光ボランティア)を県内各地で育
成しています。

2

現在体験型教育旅行を中心に各
地域にあるグリーン・ツーリズム
関連団体の集まりである県域協
議会(かごしまグリーン・ツーリズ
ム協議会)の事務局として，研修
会や広報活動に従事しています。

3

代表者／東川隆太郎
所在地／〒892-0821 鹿児島市名山町3-9
連絡先／ TEL:099-227-5343
Email ／ info@tankennokai.com
ホームページ http://www.tankennokai.com

特定非営利活動法人 まちづくり地域フォーラム・かごしま探検の会
■受賞歴など
平成２１年度　ボランティアサポート賞(城西ロータリークラブ)
平成２１，２２，２３年度　ココチ基金(芙蓉商事)
平成２３年度　第44回ＭＢＣ賞(株式会社南日本放送)
平成２４年度　社会ボランティア賞(国際ソロプチミスト鹿児島)

まち歩きの様子（鹿児島市照国町の探勝園跡）。普段見慣れた景色でも，新たな発見にあふれています。

地理・歴史を学び，まちづくりを考えるＮ
ＰＯ法人です。

団体の紹介 introduction

メッセージ
 Message

「鹿児島まるごと博物館
構想」の提言

まち歩きメニューの形成
とまち歩き案内人の育成

かごしまの都市農村交
流を図る活動

まち歩きの案内人の研修会の様子

グリーン・ツーリズムの研修会の様子

21
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え 　　　　　 あ　　す　　か　　　     か　  ぞく

いちごいち笑 ～明日香の家族～活動事例

近年，過疎地域かつ維持・存在が危ぶまれる地域が増えてきています。当法人の様々な活動実績やネットワークを
元に，再生事業にも足を踏み入れさせていただきました。当法人は，この他にも「教育委員会」と協働して，子ども
の健全育成事業にも関わらせていただいております。こんな自由奔放な法人ですが，よろしくお願いいたします。

主な活動内容 action

九州陸運局の許認可(九運旅二
第521号)を受けて，公共交通機
関を利用しがたい高齢者・障がい
者の方々を，好きな時に行きたい
ところへ安心安全にお連れする
(door to door から bed to bed)
外出支援活動を行っています。

1

楽しいから笑うのではなく，笑う
から楽しくなる！＝笑う門には福
来たる！その理念から赤鼻のクラ
ウン(臨床道化師)が，小児病棟
や高齢者施設，保育園等へ慰問
支援及びクラウン養成講座を
行ってきました。
「笑」に関する様々な活動(笑い
ヨガ・笑いの会)に関する支援も
行っています。

2

買い物等が不便な地区において，
住民が，住民のために，住民によ
る輸送をするに当たり，その実証・
検証事業を日置市高山地区にて
実施しています。

3

代表者／浅山圭史
所在地／〒899-2502 日置市伊集院町徳重1786番地2 前田平住宅4号棟106
連絡先／TEL:０９９-２７３-３６５８　FAX:０９９-８１４-２７０１
Email ／ info@npoichigoichie.or.jp（受信専用）
 npoichigoichie.2010@gmail.com（送受信可能）
ホームページ http://www.npoichigoichie.or.jp/ 

特定非営利活動法人 いちごいち笑 ～明日香の家族～

■受賞歴など
平成24年度 地域協働の仕組みづくり促進事業を実施

 日置市協働の地域づくり事業，過疎地域かつ
維持・存続が危ぶまれる地域の再生事業を実施

福祉輸送限定事業（福祉・介護タクシー事業）

笑って元気プロジェクト！

過疎地域かつ維持・存続が危ぶまれる地域の再生事業

地域で家庭介護中の方向けの講座や，
自治体への健康・文化講座の提供，子供
向けの各種講座に取り組んでいます。

団体の紹介 introduction

メッセージ
 Message

福祉輸送限定事業（福
祉･介護タクシー事業）

笑って元気プロジェクト！ 過疎地域かつ維持・存
続が危ぶまれる地域の
再生事業
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え  　  ぐち　   はま

江口浜ビーチサービス活動事例

次の世代を担う子供たちに今の海の現状と本当の海の楽しさを伝えていきたいです。平成25年以降，日
置市にマリンスポーツ少年団を設立予定です。

主な活動内容 action

毎月第三日曜日の10時から1時
間ほど，江口浜周辺の清掃活動
を行っています。

1

地元小学校の総合学習の時間を
利用して6回開催。海岸に漂着す
るゴミの問題を考え，海でマリン
スポーツを体験させています。

2

最初にビーチクリーンを行い，その
拾ったゴミが入場料となるビーチコ
ンサートで平成24年で9回目。毎
年400名以上の参加があります。

3

代表者／西村浩二
所在地／〒899-2203 日置市東市来町伊作田7263-2
連絡先／ TEL:099-274-4690
Email ／ ganko@shop.email.ne.jp

特定非営利活動法人 江口浜ビーチサービス

■受賞歴など
平成17年5月　鹿児島県観光まごころ県民運動会長賞
平成22年6月　社団法人全国海岸協会海岸功労賞
平成24年7月　国土交通省九州地方整備局長賞

毎月第3日曜日は江口浜のビーチクリーン 海岸漂着ゴミの勉強会

「はだしで歩けるビーチをいつまでも」
をテーマに活動を始めた団体で，江口浜
周辺の環境美化活動や子供たちに海の
楽しさを伝える活動を行っています。

団体の紹介 introduction

メッセージ
 Message

ビーチクリーン活動 海の学校 はだしのコンサート

23

江口浜海浜公園特設ステージにてサーフィン体験海岸漂着ゴミの調査
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ひと し　ぜん

人・自然の南風活動事例

現在，１年以上を費やし，専門家等とチームを組み，過疎化対策事業として，廃校を利用し，地域に人を寄
せ，地域のためになる施設の設置に取り組んでいます。

主な活動内容 action

地域住民やボランティア隊と共
に，路地や空き地・荒地を整備し，
植花プランターを設置したり，花
苗を植えたりし，地域の美化を図
る活動です。

1

川岸や中州などの草木を伐採
し，不法投棄をなくし，景観を良
くする活動です。

2

パソコン教室を開催し，ビジネス
マナーや表計算・ビジネス文書
作成を学び，また，職場見学・体
験を取り入れる事により，就職へ
の手伝いをしております。

3

代表者／萬福浩人
所在地／〒896-0002 いちき串木野市春日町５５番地
連絡先／TEL:０９９６-３３-３３７４　FAX:０９９６-２９-４８８１
Email ／ npo_minamikaze@yahoo.co.jp
ホームページ http://hito-shizen.com

特定非営利活動法人 人・自然の南風

地域住民や団体との協働による空き地，道路沿いに配置する植花プランター製作状況 川岸の雑草やゴミの撤去作業

当法人は，地域一体となっての活動を中
心に環境・子育て・社会的弱者の支援活
動を行っており，住みよい環境の構築，
地域福祉の発展に寄与することを目的
とする団体です。

団体の紹介 introduction

メッセージ
 Message

四季を感じるまちづくり事業 河川美化活動 就職困難者への就労支援

24
みなみ　かぜ

人・自然の南風　川内パソコン教室にて

五反田川，中州の雑木や雑草の伐採状況

公園の一部に木製花壇を設置
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むら　   こ　  そだ の

みしま村子育てひろば 野いちご活動事例

島の宝は，幼児であり，元気な笑い声が聞こえることで，地域の活性化が図られることを期待しています。

主な活動内容 action

竹島，硫黄島地区の子供たちの
ために，野いちご出張保育を1泊
2日で年数回実施し，地域とのつ
ながりを図っています。

1

積極的に野いちご園児と学校や
地区老人会との交流を図り，地
域で子育てができる環境づくり
に努めています。

2

野いちご園児が地域行事・イベ
ント等に積極的に参加し，島外か
らの観光客等とのふれあいに努
めています。

3

代表者／園長 三島村長　日高郷士
所在地／〒890-0902 鹿児島郡三島村黒島大里
連絡先／TEL:09913-3-2047
Email ／ noichigo@mishimamura.jp
ホームページ http://www.mishimamura.jp

みしま村子育てひろば 野いちご

黒島みかんシフォンケーキ作り 野いちご卒園式

幼児の健全な育成と子育て家庭の福
祉の向上を図るための，未就学児を対
象とした保育・教育拠点施設です。
野いちごの保育支援者として，地域住
民も協力するなど，地域住民と協力・連
携しながら運営を行っています。

団体の紹介 introduction

メッセージ
 Message

各島出張保育 地域との交流 イベント等参加
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竹島出張保育での鬼退治 片泊地区老人会との交流 地域との合同運動会参加
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トカラ・インターフェイス活動事例

私たちの団体はトカラ列島で営まれてきた，共生・共助する地域の仕組み「結(ゆい)」を再構築することを
目的に結成しました。絆社会が語られる今日，支え合いと助け合う地域社会づくりを基本に地域の社会貢
献活動を今後も展開してまいります。

主な活動内容 action

トカラ列島の魅力的な伝統産物を都市消費者へつ
なぐ，アンテナショップ「トカラ結プラザ」を鹿児島
市に開設し，ここを拠点に情報発信と宣伝販売活動
を行い，島の産業
興しに繋げてい
ます。

1

代表者／日高重成
所在地／〒892-0822 鹿児島市泉町１３-１３-１階
連絡先／TEL:099-223-0420
Email ／ tokara＠feel.ocn.ne.jp
ホームページ http://www.tokara-yui.com/

特定非営利活動法人 トカラ・インターフェイス

■受賞歴など
２０１２年　かごしまの新特産品コンクールで「トカラ宝島　島バナ

ナコンフィチュール」が鹿児島県観光連盟会長賞を受賞

住民とＩターン者の島バナナの栽培検討

トカラ列島の豊かな自然資源・伝統文化
の情報発信と特産品の宣伝販売を通じ
て，島の担い手，人材育成を図ることを
目的としています。

団体の紹介 introduction

メッセージ
 Message

島の特産品づくりと宣伝販売活動

トカラ列島の最大の課題は島の持続的発展を担う
若者人材の確保・育成です。このため都市の若者の
呼び込み作戦を2年前から展開し，12家族の移住に
繋げています。移
住者は子供を産
み育てる年代で
あるため，島の維
持・発展を担う人
材として島の期
待は大きいです。

2 トカラ列島への若者移住者の呼び込み
と定住支援

26

トカラ産物の情報発信アンテナショップ 移住定住支援活動

宝島砂丘地の開拓 島らっきょうづくり
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活動事例

中之島大運動会

中之島ふるさとづくり委員会
代表者／永田和彦
所在地／〒891-5201 鹿児島郡十島村中之島
連絡先／TEL:090-9562-0120

主な活動内容 action

住民が主体的に話し合い，地域課題の解決や交流人口の増加に
向け活動しています。

団体の紹介 introduction

2 フリーマーケット「中之島市」の開催
島内販売・消費の推進や，観光客等へのお土産品の提供等を目
的としたフリーマーケットを年2回程度開催しています。島内農
産物のほか，衣類や食器，雑貨などが出店され，観光客等にも大
変喜ばれているほか，地域の活性化等に大きく寄与しています。

1 運動会参加に伴う船運賃助成事業
小中学校運動会に村出身者などを広く招待するため，参加に要
する船運賃の助成を行っています。これにより，毎年約40名の
関係者が帰島しており，例年盛大な運動会を開催できています。
また，学校行事への参加を通じて，孫留学の促進や交流人口の
増加に向け出身者等も交えて取り組んでいます。

中之島ふるさとづくり委員会
なか　   の  　  しま い　  いん 　  かい
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竹島

種子島

屋久島

黒島

口之島

中之島
諏訪之瀬島

悪石島

小宝島

宝島

平島

硫黄島

三島村三島村

十島村

鹿児島

奄美大島
喜界島

写真協力 ： 三島村，十島村，公益社団法人鹿児島県観光連盟，鹿児島県観光交流局観光課

口之島（海中プール）

諏訪之瀬島（御岳） 

悪石島（仮面神ボゼ）

中之島（トカラ馬）

宝島（大壁画）

平島（ガジュマル古木）

黒島（平和公園） 小宝島（赤立神）

竹島（オンボ崎） 硫黄島（東温泉）

Where is 三島村 & 十島村 ?Where is 三島村 & 十島村 ?


