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NPO法人英田上山棚田団

【第1回目】上山と楽しもうin大阪
うめちゃん！ひさみん！！が大阪にやっ
てきた！！ 新鮮食材で元気モリモリ
3月10日、大阪は美章園にある「No-Brand」にて 
「第1回」上山と楽しまナイト！！が開催されまし
た。第一回目はひさみんと、梅ちゃんが上山から
は大阪にきてくれました。参加者は5名でした。 
少数だと密な会話ができてとても楽しい時間にな
りました。新鮮な上山食材ばかりでした。朝産み
たての玉子、朝採り野菜（ほうれんそう、ねぎ、
壬生菜）、くみっきー自家製たくわん、ジビエの
上山の鹿肉、梅ちゃんニンニク、原木椎茸、岡山
日生町の牡蠣など 盛りだくさんで お腹も心も満た
されました。大阪で楽しく食べて、飲んで、話して、
上山の支援ができる楽しまナイトぜひ来てね。

http://tanadadan.org
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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。 

上山を応援してくれる！あなたの力が必要です。賛助会員募集

NPO法人英田上山棚田団 賛助会員はコチラ

みんなの孫 プロジェクト
NPO法人英田上山棚田団

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

みんなの孫プロジェクトとは・・・

代表取締孫 ： 水柿大地

自らのふるさとで暮らしていくために70歳や80歳を過ぎた高齢者の方々は日々
たくさんの仕事をこなしています。家周りや所有する農地の草刈り、農作業、家
や墓の管理等々・・・。 
これまではなんとかやってこれたけど、高齢化や独り暮らし世帯の増加によって
そういった仕事が困難になりつつあるお宅が増えてきています。2010年に東京
から岡山に移住して以来、代表取締孫の水柿はその実態を見て聞いて実感してき
ました。 

そういった仕事を地域に根付こうとしている若者が引き受けていくことで一つの
稼ぎがうまれ、おじいちゃん・おばあちゃんも引き続きその地で土地を守りなが
ら生きていくことができます。 
シルバー人材センターや造園業者さんでもそのような取り組みはとっくの昔から
行われているために少し趣向の違うものをと考えついたもの、、、 
それが「みんなの孫プロジェクト」です。 

高齢者の方、特に独り暮らしの方には「話をしたい」というニーズが強くあるこ
とを様々な場面で体感してきました。そこで依頼主の方にはこちらから「一緒に
お茶をしたりご飯を食べる時間を確保していただく」ようにお願いしてコミュニ
ケーションを取る時間をつくっています。 
そういった時間をこちらから積極的につくっていくことで、依頼主のご高齢者と
請負う側である若者で、「おじいちゃん・おばあちゃんと孫のような関係性」を
築いていくことができます。 
すると「草刈りの合間にお風呂の温度の設定を変えてくれないか？」「ちょっと
この米を倉庫に動かしといてくれないか？」「電球を交換してくれないか？」と
いったようにそれ単体では普通は依頼をしないようなお願いも草刈りの依頼と合
わせて気軽に頼んでいただけるようになります。 

地方ではこういった細々としたニーズがたくさん出てきています。はっきり言っ
てそれ単体ではなかなか仕事にならないようなことも、草刈りのように対価をい
ただきやすい仕事と合わせて複合的に対応していくことで高齢者の細かなニーズ
を充たしていくことができます。 

お茶やご飯の時間に依頼主の方からお話を聞くことには話がしたい欲求を充たす
だけでなく、日本の農山漁村で長年培われてきた伝統・文化、そこで暮らしてい
くための生活の知恵などを引き継いでいくことにも繋がっていきます。 

外に出ている孫にひとまず代わって日本の農山漁村の大きな大きな魅力である地
域の伝統文化や技を引き継いでいくこともできるのが「みんなの孫プロジェクト」
の特徴です。 

技や知恵を蓄えてきた方々から教えを請うことができるタイムリミットは迫って
きています。 
高齢化する地域社会の中で稼ぎをつくることと次世代に地域の魅力を残すことは
並行して行っていかねばなりません。 

こういったことを意識し取り組んでいるのが 
「みんなの孫プロジェクト」です。

東京出身の水柿大地く
ん、みんなからは「大
地」と呼ばれ、今は中
山間地のアイドル的存
在。岩波書店から「21
歳男子、過疎の山村に
住むことにしました」
を出版しています。

みんなの孫プロジェクトのミッション 
老若男女自らが住みたいと思う場所でこれ
からも住み続けていける地域をつくること。

また、消え入りそうな地域の伝統、文化を
息子・孫の代わりとなって継承し、日本の
農山村の魅力を絶やすことなく次世代へと
つなげていくこと、この二つが「みんなの
孫プロジェクト」のミッションである。

草刈りや農作業のお手伝いをしつつ、依頼主の
方とお茶をする時間やご飯を一緒に食べる時間
を提供する。コミュニケーション込みの請け負
い、それが「みんなの孫プロジェクト」です。

みんなの孫プロジェクトの基本事項 

みんなの孫プロジェクトの活動内容などはコチラ
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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 

4月08日～09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。

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

週一回の上山情報をラジオから

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

2017.2.26  
薬草茶の飲みながら地域と
"くすり"について考える 
イベント
一日良い天気 

"アムチ"　小川康氏をお迎えし
てのトークイベントを実施しま
した 
参加された方も近隣はもちろん、
東京、大阪、広島、医療・製薬・
福祉関係者も多く、有意義な時
間となりました 
医療とは 
くすりとは 
生きるとは 
いろんな角度や切り口が必要な
のである 
と考えさせられた一日でござい
ました 
また近々やるかもです

参加方法が変わりました！！詳しくはコチラ

いちょう庵二代目が募集してます！

二代目 風呂釜さん募集しております
大きなかぶが抜けましたー！笑 
初代いちょう庵風呂釡さん、お疲れ様でした！ 
素敵な二代目募集中です！笑 

素敵な風呂釡をお持ちの方はご連絡下さい 
ピザ釡もでき、風呂釡も二代目募集してる「いちょう庵」
です。どんどんリニューアルが進んでいきます。これか
らの変化にご期待ください 

上山では自分たちで考え問題解決していくことが多く、
助け合い、支え合いの中で生きる力を養っています。

岡山県美作市上山のパイオ
ニアでカリスマ的存在のカッ
チこと西口和雄。そして妻
である美々こと西口しのぶ、
この2人はある意味最強で
ある。上山の今があるのは
この2人の要因がすごい。

第1回目は、うめちゃんとひさみんの2人が3
月10日に上山より参加してくれました。そし
て2回目は、なんと！！カッチさんにオファー
をかけています。もちろん妻のしのぶさんも
一緒です。上山のカリスマ的存在のカッチが
くるということで、大阪でカッチに会える滅
多にない機会です。みなさん早めの参加表明
をお願いします。イベントにつきましてはFB
を主に告知させてもらいます。FBをされてな
い方は編集長に直接連絡してください。 
よろしくお願いします。

【第2回】「上山と楽しもうin大阪」はカッチが来ます！
現在日程調整中
4/20が濃厚 もしくは4/18

大阪 美章園にある拠点です。
★アクセス方法は 
大阪市東住吉区北田辺1-13-10 
https://goo.gl/maps/BwWa1TkPPAL2 
阪和線 「美章園」駅から徒歩4分 
地下鉄谷町筋線「文の里」駅7番出口から
徒歩6分 
地下鉄御堂筋線「昭和町」駅1番出口から
徒歩8分

場所詳細、イベント日程などはコチラ
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mailto:tanadadan@gmail.com
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スマホからPCから、クリックだけの協力方法あります。
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 

コータ発見

「ワン」クリックしてほしいワン

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

--------------------------------------------- 
■共通連絡事項 
--------------------------------------------- 
■参加費 
〇和気駅集合コース：日帰り4,000円、1泊2日 7,000円 
〇現地集合コース：日帰り 3,000円1泊2日 6,000円 
〇大阪集合コース：日帰り 5,000円1泊2日 8,000円 

※小学生は半額、小学生未満は1/4額となります。 
※1泊2日の参加費には食事代（夜・朝・昼）が含まれています。 
※土曜日のお昼ご飯、日帰りのお昼ご飯は持参してください。 
※お酒を飲まれる方は、お酒代が別途500円必要です。 
■持ち物 
・作業ができる服装（長袖、長ズボン） 
　日焼け・虫害予防に長袖を着用してください。 
・帽子（麦わら帽を推奨） 
・麦わら帽の虫除けネット（蚊やブヨ対策にとてもいいです） 
・軍手、革手、作業用手袋 
・長靴 
・タオル 
・宿泊される場合は、お泊まりの用意 
・虫さされの薬 
■宿泊場所 
・さいぼう庵 他 
■お風呂 
・大芦高原温泉「雲海」 
■ご注意 
・現地の周辺にはコンビニなどのお店はありません。 
・携帯の電波も一部圏外の場合があります。 
・傷害保険など各自でご加入をお願いいたします。

もっと気軽に、もっと近くに感じる上山へ

--------------------------------------------- 
② 和気駅集合コース 
--------------------------------------------- 
◎集合場所　JR和気駅待合室 
◎集合時間　9:50 a.m 

〇行程の目安 
和気駅出発　10:00 a.m 
¦¦ 
上山での棚田団体験 
¦¦ 
上山出発　 5：00p.m 
　和気駅到着 　5：30p.m 

※JR和気駅と上山の往復はスタッフ車に相乗りと
なります。 
※日帰り・1泊2日どちらでも可能です。コメント
でお知らせください。 
--------------------------------------------- 
③ 現地集合コース 
--------------------------------------------- 
◎集合場所　大芦高原温泉「雲海」みんモビ事
務所前駐車場 

◎集合時間　10：00 a.m 
◎終了時間　 5：00 p.m 

※ご自分の車で直接お越しください。 
※日帰り・1泊2日どちらでも可能です。コメン
トでお知らせください。 

大芦高原温泉「雲海」みんモビ事務所はコチ

--------------------------------------------- 
① 大阪集合コース（※車が出るときはあらためてお
知らせします） 
--------------------------------------------- 
◎集合時間　6:25 a.m 
◎出発時間　6:30 a.m 
◎集合場所　JR大阪駅御堂筋口側の国道176号線沿
いガード下（ヨドバシカメラへ向かう方の車線） 
◎交通手段　参加スタッフの車へ相乗り 

大阪集合コース待ち合わせ場所はコチラ

お問い合わせは 英田上山棚田団メールから

お問い合わせは英田上山棚田団FBページか
お問い合わせは英田上山棚田団ホームページ

3つの参加方法で気軽にいける上山体験
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