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松原家に朝から訪問！

第7号

NPO法人 英田上山棚田団の立ち上げからいてます。私し、編
集長のまさやんですが、今回の上山訪問が実に約一年ぶりな
んです。上山に行きだした約10年ほど前はそんなことなかっ
たのですが・・・大阪での仕事の関係であまり行けなくな
り、 5年ほど前からは、なぜか・・・ まさやんが行くと作業
ができない天候に恵まれる。こんな風に言われるようになり
ました。 ほとんどの日が雨、雨降りすぎて作業できない。 
そんな日が多かったのですが、今回は、例年にない冷え込み
の上山だけに、雪でした。過去10年 、 雪は降ったことあり
ますが、これほどの大雪になったのは初めて、上山に行く道
中でも 山手にはいると、滑りながらも走ってる軽トラックが
前方をはしっていました（笑）。さて今回は日帰りの上山訪
問またしても、作業ができないのか・・・・ 
今回は記事にすることができるので、比較的気分が楽でした  

編集長のジンクス 継続中！！？

編集長まさやん 上山取材！ 特集 

NPO法人英田上山棚田団

上山神社 
上山に入る玄関口にある上山神社 大阪から来たらまず 
その旅の安全を祈願するのと、上山を守ってくれてる神様にご挨拶
を兼ねて尋ねます。今回いままでみたことのない 
真っ白な上山神社 いつもより神々しくみえました。

上山神社に到着すると、やはり前日の夜にも降ったのか、
真っ白の上山がお出迎えしてくれました。とても綺麗な景
色でした。上山新聞の第6号でも記事にして知ってはいたも
のの、写真と肉眼で見る景色はやはり違います。壮大な棚
田が真っ白に染まっている。今回とてもいいものが見れて
かなり癒されました。これまでにない寒波だったので、現
地では、移動時に滑ったり、運転中にスリップしたり、水
道管の凍結や破裂など色々と不便なこともあったそうです。
大寒波のおかげさまで、ぼくのジンクスも守られ（笑）、
やはり作業ができる環境ではないとのこと、お陰様で上山
新聞の取材のため、上山を見て回る時間ができました。 
上山神社からほど近い、松原家に上山到着早々お邪魔させ
てもらいました。風情ある古民家と庭には鉄パイプで組ま
れた自転車置き場兼物置場所があったり、トヨタ財団との
連携で進めてるモビリティも置かれていました。
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★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

棚田再生を応援してくれる、 
賛助会員を募集しております。

NPO法人英田上山棚田団 賛助会員はコチラ

まだまだ続く、編集長まさやんの上山取材！！ 

西口しのぶ特派員

NPO法人英田上山棚田団

松原家におじゃま！こころよく迎えていただきました。 
松原家は 大黒柱の徹郎（てっちゃん）と久美（くみっ
きー）そして子供達3人の5人家族！！ てっちゃんは山な
どに自生してる植物を調べる仕事をしていたので薬草のス
ペシャリストでもあります。そしてくみっきーは薬剤師と
しての一面も持ってるので、薬草の効能効果を調べる自然
の薬のスペシャリストなんです。風邪もアレルギーもなん
でも自生してる薬草などのブレンドで治しちゃうすごい家
族です。コーヒーではなくブレンド薬草茶です（写真左）

松原家にお邪魔した後は、てっちゃんと一緒にモビリティ
のプロジェクトオフィスにつれていってもらいました。 
モビリティオフィスは、「雲海」という温泉の建物内にあ
ります。 その入り口には上山にあるほとんどのモビリティ
が並んでいました。なかなかインパクトありました。そし
て中に入ると、デビルマンがお出迎え、奥では矢吹ジョー
が立ってます。さらに奥には仮面ライダーのバイクが置か
れてます。（笑） なかなかテンションの上がる場所で日々
いろんなことを話し合ってるそうです。

賛助会員募集してるワン 
みんなの応援が上山を元
気にするんだワン。あな
たも棚田団だワン

上山で活動にて拠点となる「さいぼう庵」（上写真左）上
山での第1の拠点がここでした。そして第2が「いちょう庵」
残念ながら庵主のふくちゃんはいませんでした。 
お昼を食べる頃には、なんか日差しも暖かく雪も溶けはじ
めなんだか作業ができそうになってきました。 
作業ができる！！ってことで【永きジンクスに終止符】を
打つかの様に作業して来ました！！！下の２つの写真は、
全く同じ場所の写真 草刈り前（左）草刈り後（右）です。 
一目瞭然！！がんばりました。たのしかったです。 
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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 

3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。

大阪から行きますよ～

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

上山のカッチの声がラジオから

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。

上山集楽への行き方はGoogle map にて アクセス確認はコチラをクリックしてください

2月25日  上山の若きチカラ 「三宅こうた」が「広島」で吠えます！
せとうちツ ーリズ ムイノベ ー ション 
第１回 広島 地域クラウド交流会 

つながる。ひろがる。うまれる。 
～起業家の応援を通じて地域活性化～ 

中国初開催！ 
顔の見えるビジネスマッチングの機会と、せとうちで起業する方をクラ
ウドシステムを使い応援する交流会型のイベントです。 
【日時】2017年2月25日(土)　14:00～17:00(開場13:45) 
【会場】広島県庁 本館６階 講堂　広島市中区基町 10-52 
　 

【会費】1,000円　※事前お申し込み不要 
（但し人数把握のため本イベントページへの参加表明を頂けますと幸い
です） 
【定員】100名 

【内容】 
■14:00ｰ　スペシャル対談（対談のみの参加は無料） 
　湯﨑英彦 広島県知事 vs 青野慶久サイボウズ㈱代表取締役社長 

■15:00ｰ　地域クラウド交流会（参加費：1,000円） 
　・アイスブレイク「大人の本気のラジオ体操第１」 
　・起業家プレゼン+クラウド交流タイム＋応援投票 
　・「応援し隊」のご紹介・PR 
　・応援投票結果発表、賞品授与式など 

■17:00ｰ　アフター交流会（自由開催・自由参加※会費別） 
※その日出会って意気投合したメンバーと広島の街へくり出しましょう！

起業家、起業を目指す方、起業家を応援したい方、地域を活性化させた
い方など、老若男女、お子様連れもOK!どなたでもお気軽にご参加を頂
けます。あなたもぜひ参加してみませんか。 

【問合せ先】一般社団法人せとうち観光推進機構　 
　担当：河井 082-836-3217 

【主催】せとうち Holics 
【共催】中国経済産業局、一般社団法人せとうち観光推進機構 
【後援】広島県　 
【協賛】サイボウズ株式会社　 

ーーーーーーーーーーーー 
※ご注意 
過度な営業・セールスや特定の政治・宗教活動の勧誘を目的とした方の
ご参加はお断りさせて頂きます。参加者よりクレーム等があった場合は
ご参加をお断りさせていただく場合がございますのでご了承願います。 
ーーーーーーーーーーーー

プレゼンターに選んでいただきました、上山集楽の三宅康太です。 
上山集楽とは、岡山県の中山間地域、美作市にある”集楽”です。 
”集落”ではなく”集楽” 
”楽しい”が”集まる”場所なのです。 
-なぜ上山集楽が生まれたのか？ 
上山にはかつて8300枚もの棚田が広がっていたと言われます。 
この棚田は一千年以上も昔に築かれたとも。 
しかし時代とともに地元から人が離れてしまい、美しい棚田は耕作放棄
地へ、地域の伝統行事も途絶えてしまいます。 
そこへ現れたひとりの移住者 
上山にて、晴耕雨読の生活を楽しもうと移住しました。 
上山の棚田での稲作は、水路掃除から始まります。 
水路掃除は村人総出での仕事。 
ただでさえ重労働の水路掃除も、過疎化、高齢化の進んだ上山において
は、より大変です。 
そこで棚田での作業を手伝ってもらうべく、助けを呼びました。 
ひとりが仲間を呼び、呼んだ仲間がさらに仲間を連れてくる。 
そうしてまたひとり、もうひとりと仲間が増えていき、やがて「かつて
あった8300枚の棚田を取り戻したい」という想いが生まれます。 
その想いを実現するため、実際に移住して生活を営んだり、大阪や東京
から毎月通ったり、それぞれの関わり方で、棚田の再生を行なっていま
す。 
私たちは棚田再生活動において、草を刈り、野焼きをし、土を起こして、
耕作放棄地を棚田へと戻していくということをひたすら繰り返します。 
少しずつであっても、決してあきらめず、周りを巻き込みながら活動を
続けてきました。 
昔の生活の良さを取り入れながら、いまの時代に合った価値の創造をし
ていく。 
いままで見捨てられてきたものも無駄にする事なく、感謝して大切に使っ
ていきたい。 
地域の課題にも目をそらさず、仲間と力を合わせて立ち向かう。 
大変なことも楽しみながら。 
それが私たち、上山集楽です。

三宅コウタ 若きホープ 
を応援しよう

会場場所はこちらをクリック
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誰でもできる！楽しみながらできる！！棚田団を応援できる。
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 

2月25日 東京近郊の方は 集まるのだ！！！
日時;2017/02/25   
19:00 開場 / 20:00 開始  
参加費;4000円 
場所;リトルトーキョー 

住所 東京都江東区三好1-7-14 (最寄り駅：清澄白河駅)

【しごとバーとは】 
いろいろな分野で働く方を、１日バーテンダーとしてお招きし、
お酒を片手に、気軽にお話できるフランクなイベントです。皆
さまお気軽にどうぞー！お待ちしております。

上山地区では2007年から始まった「NPO法人英田上山棚田団」
による8300枚の棚田の再生活動がきっかけとなって、移住者
が増えています。 
当日は農村地域における日々のリアルな暮らしぶり、地域住民
との関わりについて。 
また、前職を辞めて都市部を離れ、地方に移住するまでに至っ
た経緯なども含めてざっくばらんにお話ができればと考えてい
ます。 
今回おじゃまするメンバーは、東京や都市部が嫌いで離れたわ
けではありません。 
あくまで生き方の一つの選択として地方に移り住みました。 
私たちも農閑期（のうかんき）の今、皆さまと一緒に東京の夜
を楽しまナイト、との思いで東へ向かいます！ 
再生した棚田で栽培した「棚田米」 
棚田で収穫した酒米を岡山の酒蔵で仕込み造った「日本酒」 
そのほか、美作地域の美味しいおつまみをご用意して、皆さま
のお越しをお待ちしております。

東京出身 2010年 大学を休学し東京から上山に移住。
水柿 大地くん 

井上 寿美さん
大阪出身 2016年 IT企業を退職し東京から上山に移住。

沖田 政幸くん

小磯 香さん

広島出身 2014年 多様な仕事を経て広島から上山に移住。

名古屋出身 2016年 上場企業を退職し東京から上山に移住。

上山からはこの4人が 東京に上陸します

しごとバー＠日本仕事百貨

コータ発見

「ワン」クリックしてほしいワン

久しぶりの上山を体験した「編集長のひとこと」
今回上山にいってみて、約1年ぶりってのもありますが、とても新鮮に感じました。 
モビリティやオフィスほかにも、ぼくが、いっていない間に変化したのも多かったのも
その１つの要因かもしれませんが、上山ってのはいつも動き続けてるんです。だからい
つも新しい何かがある。ぼくが魅力を感じてる理由の１つなんです。 
あとぼく的表現ですが、【胸が開く】って感じがするんです。新鮮な空気を吸いたいと
身体が胸を開いて呼吸するようなイメージなんです。これがなんか気持ちいんです。 
今回、現地のメンバーとあまり会えなくて残念でしたが、現地でがんばる仲間や常に新
しいものを生み出していく上山に触れることができ、さらにジンクスを撃ち壊す作業も
できて 本当にいってよかったと思いました。上山に興味がある人ももちろんのこと、
上山に興味なくても一度いってほしいと本当に思った今回の上山訪問でした。

コムス（モビリティ）に乗ってみました。
トヨタ財団と連携してモビリティが上山にあるんです。どんなものなのかと運転させて
もらいました。まずはエンジンがかかってるかどうか、わからないくらい静かである。
1人乗り用なので小さいから小回りが利く。などなどとても近未来的な感じがしました。
ただ坂が多い上山では途中で止まったら、とかきちんと登るのかとかなど気になるとこ
ろもありますが、こういうエコな乗り物が小水力発電などで電力をまかなえれたらほん
といいなぁとおもいました。これからの課題もあると思いますが、いい経験できました
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