
柳本顕のAkira's Bar (YouTubeチャンネル） 

雪がまだ続く上山 雪が降らない日にも若手は働きます。みんな寒そうですが、草刈りをしてくれて
ます。明日でも雪が溶けてからでもいいのかもしれませんが、今できることをする。どんどん加速す
る上山現地組 こんなに頼りになる若者は全国探してもなかなかいてないと思います。（1月23日）

2017年1月23日～29日

第4号

かっちが上山について語ります。 
「柳本顕のAkira's bar」のYoutube
チャンネルをチェックしてください。 
近日 情報配信します。実は 2016年7
月には上山新聞 編集長のまさやんが
協創LLP 初代代表の池ぴょんと一緒
に出演しております。こちらもチェッ
クしてみてください。この柳本顕さん
（通称ポンさん）も協創LLPの一員で
す。 

ゴロがinsta始めたみたいで
勝手にあがるねん。。笑 

僕は最近ひいじぃちゃんに
なったみたいやねん。。 

上山 五郎 

フォローヨロシクね

柳本顕のAkira’s Bar
上山新聞  第3号

上山五郎のつぶやき 上山の新しき風 

上山の若者たちは、日々の作業に加えて、時折遅くまでみん
なでいいものを作るために顔突き合わせてあーだこーだと話
合い。やるからにはやりきりますよー。Get Things Done マ
インドで、ついついww みんながんばろ～٩( ᐛ )و

上山五郎インスタ     
プロフィールはコチラ
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英田上山棚田団の書籍紹介  実は2冊もでてるんです！！ 
高い評価を受けて、たくさんの人に読ん
でいただいてる書籍として 
英田上山棚田団について、書かれている
2冊があります。 
1冊目の「愛だ上山棚田団」（写真右側）
これは英田上山棚田団がプロジェクトと
して立ち上がり、NPO法人立ち上げぐ
らいまでを描いた書籍です。英田上山棚
田団の母体となる「協創LLP」のメンバー
みんなでアイデア出したり、自分の想い
を書き込んで創った本です。自己紹介ペー
ジがあったりとかなりぶっ飛んだ面白い
内容になってます。そして2冊目が「上
山集楽物語」1冊目の続編どんどん具体
化して行く楽しい里山再生のバイブル的
内容で文才のあるメンバーでチームを作
りあげた傑作品。Amazonで購入できま
す。

★賛助会員募集 
英田上山棚田団は、8300枚の棚田再生・維持とともに文化の継
承をしながら、里山での生活をより豊かなものにする活動を展
開しています。この活動を継続的に支援していただける賛助会
員を募集しております。 
2016年7月より、月額制（1,000円〜任意の金額）となりました 

7月以前の賛助会員の方は、入会時の年会費のままとなります。

私たちの活動にご賛同いただける方は、是非賛助会員になるこ
とを通じて、英田上山棚田団の活動に是非ご参加下さい。 
賛助会員費の使途：棚田再生活動全般（農機具のメンテナンス、
燃料費、草刈刃などの消耗品）に充てさせていただきます。

あなたも棚田再生の一員に！！！賛助会員システムが、変更になりました。

NPO法人英田上山棚田団 賛助会員はコチラ

上山特派員 今週はてっちゃん＆大地くん 

去年、女竹を取り始めた時に、カマキ
リの卵塊の位置が非常に高いことに気
づいた 
「今シーズンは多雪なのか」 
結果として、上山の積雪深は少ないも
のの、数十年住んでいる人たちが「こ
んなに降るのは初めて」といっている、
少し北部でもかつてない感じで積もっ
た 
やはりカマキリ卵塊の高さには注意し
た方がいいかな

英田上山棚田団 書籍購入はコチラ

旧英田町地域の地域ケア会議でご一緒
した奥地区の方からお声掛けをいただ
き、居場所づくりの勉強&お手伝いと
して奥地区のサロンに参加させていた
だきました。 
美作では初めて上山以外のサロンに参
加。 
プログラムから食事の準備、支え合う
雰囲気も素晴らしく学び多き時間でし
た。

カマキリが大雪予報！！ 高齢者との交流の場「サロン」

てっちゃん特派員 水柿大地特派員

https://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss_2?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&url=search-alias=aps&field-keywords=%E8%8B%B1%E7%94%B0%E4%B8%8A%E5%B1%B1%E6%A3%9A%E7%94%B0%E5%9B%A3
https://donate.tanadadan.org/?ref=http%3A%2F%2Ftanadadan.org%2Fdonate-2.html
https://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss_2?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&url=search-alias=aps&field-keywords=%E8%8B%B1%E7%94%B0%E4%B8%8A%E5%B1%B1%E6%A3%9A%E7%94%B0%E5%9B%A3
https://donate.tanadadan.org/?ref=http%3A%2F%2Ftanadadan.org%2Fdonate-2.html


上山xTOYOTA  すげぇことになってます！

FM津山 78.0MHz  毎週金曜日 午前10時～11
時番組名「上山集楽 千年田園を世界に届け！」

次回の定例作業日は 

2月11日～12日 
大阪から上山への定例作業は、基本、毎月第2土
日になってます。梅田に集まって乗り合いで上山
に向かいます。定例外作業や日帰りもあったりし
ます。作業告知・イベントなどはFacebookペー
ジの「NPO法人 英田上山棚田団」で確認できます。

大阪から行く週末棚田生活

iPhone、iPadの方はここををクリックし
てアプリをダウンロードして下さい。

問い合わせは tanadadan@gmail.com まで

TuneIn Radio

スマホがあれば、どこでも聞ける

Android端末の方はここをクリックして
アプリをダウンロードして下さい。

上山集楽みんなのモビリティプロジェクト
トヨタ モビリティ基金 岡山 美作市

トヨタ モビリティ基金 ニュースリリースはコチラ

2016年7月某日。絶好の晴天に恵まれたこの日、美しい棚田風景
のなかを、オレンジ×ブラックで彩られた超小型電気自動車（EV）
が駆け抜ける、そんなちょっと変わった様子が広がった。

限界集落で進む、新型モビリティの社会実装 ――上山集楽
みんなのモビリティプロジェクト（前編）
限界集落で進む、新型モビリティの“上山集楽”には、なぜ企
業が熱視線を送るのか？ ――上山集楽みんなのモビリティプ
ロジェクト（後編）

NPO法人 英田上山棚田団
一般社団法人上山集楽

「上山のなかだけで1人10役くらいをこ
なしているような感じ（笑）」という松
原さんだが、その生活こそ、松原さんが
切に望んでいたものだった。

上山地区の地域資源である棚田。8,300枚の棚田再
生に向け、棚田団と地元民が協働している

上山集楽みんなのモビリティプロジェクトは一過性の取
り組みではない。むしろ重層的な課題にメスを入れるた
めに、非常に多様な領域と実装までの綿密なプロセスが
設計されていることが特徴だ。ヒアリング調査に参加し
たメンバーは、当プロジェクトについて「課題が生まれ
ている、その場にまで行かないとただの絵に描いた餅で
終わってしまう」

【さらに詳しく知りたい人へのリンク集】
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1日1回 クリックでNPO法人英田上山棚田団を応援しよう！！
応援する！ボタンをクリックするだけでポイント
が貯まり、「英田上山棚田団」を無料で支援する
ことができます。(毎月最大3万円) ※応援は1人1
日1回までです。無効な応援があった場合は再集計
が行われ、対象となるポイントを減算します。右
のQRコードを読み取る「gooddo」「英田上山棚
田団」で検索すれば出てくるホームページで下の
右のほうにある『応援する』で毎日ポイント(20～
1000)をゲット、ポイント数で支援額が変わりま
す
【ここをクリック】1日ワンクリックでNPOを支援 

【ここをクリック】1日ワンクリックでNPOを支援
http://gooddo.jp/gd/group/tanadadan

クリックで支援って？？どゆこと？？？
gooddoは自分の応援したい社会貢献団体を、誰でも、今す
ぐ、簡単に無料で支援することができるソーシャルグッド※
プラットフォームです。 現在100団体以上の社会貢献団体が
登録しています。  
私たちは「何か社会に良いことをしたい」と思う気持ちは、
すべての人が持っていると考えています。 しかし、具体的な
アクションがみつかりづらく、また選択肢も限れていると考
えています。  

1日1回 クリックでNPO法人英田上山棚田団を応援しよう！！

おみくじ気分で 楽しく支援( ^ω^ )

gooddoについてはココをクリック！

❶  上のリンクをクリックすると 「英田上山棚田団」の
「gooddo」のページが開きます。 
❷  ページの全体図は左図な感じになります。 
❸  ずーーーーっと下まで見てもらい 下の方の右側に「応援す
る！」という赤いボタンがあります。 
❹「応援する！」をクリックする

 good do  徹底分析！！！

わずか30秒で支援完了！

【応援する！】をクリックすると  ポイントが表示されます。 
ポイントの種類が 最高点が1000pt で 順に 200pt 100pt 50pt 20pt そして 10pt 
週間で クリックしてもらって総ポイントの合計によって 寄付される金額が変動 
そして100団体以上の登録してる団体の中でのランキングが表示されるんです。 
 毎日クリックして 出るポイント 楽しみに おみくじ気分で支援してくださいね                                        
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