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NPO法人英田上山棚田団

福ちゃん・しゃけちゃん

めでたい！中山間で若い夫婦が誕生しました。

結婚おめでとう

福ちゃんこと、福尾吉剛さんと、しゃけちゃんこと杉浦咲紀さんが 
三年間愛を育み、結婚しましたー。 
とうとう夫婦になりました。 
左手薬指に感じる違和感が心地よいです。 
みなさま！ 
これからもますます、ふく&しゃけをよろしくお願い致します◎

２代目いちょう庵、庵主の新婚の「ふくちゃん」
今週、結婚を報告した福ちゃんは上山の憩い
の場所「いちょう庵」の２代目庵主です。 
ただいま新婚の愛の巣のために、絶賛リフォー
ムをしています。チャリティーサンタや林業、
農業、庵主ほか、いろいろな経験をこれから
は2人で支え愛、助け愛、分かち愛、信じ愛
ながら歩みます。みんなで応援しましょう。
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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。 

NPO法人英田上山棚田団を応援よろしくお願いします。

カッチが大阪にやってくる。
NPO法人英田上山棚田団

僕たち2人も応援よろしく
お願いします。

西口和雄氏(通称カッチ)認定 NPO 英田上山棚田団理事/一般社団法人上山集楽代
表理事 

上山集楽國として地域が自立する為のあらゆる仕掛けを実践。プロジェクト未来
遺産登録 を皮切りに、ダンロップと提携。トヨタモビリティー基金国内初助成(助
成金額二億二千 万)先として上山集楽みんなのモビリティープロジェクトを展開
中。JTB 交流文化賞最優秀 賞受賞を機に見城美枝子氏とヨーロッパからのインバ
ウンド仕掛け中。その他台湾・フィ リピン・ミャンマーなどアジア展開しながら 
世界正福の為の世界棚田基金設立準備中 
●上山集楽 
谷間の集落を覆い尽くす壮大な棚田群。その数は何と 8300 枚。 この日本最大級
の棚田は、実に千年以上も昔に築かれたと言われています。 以来、岡山県美作市
上山地区は、美作国の米どころと呼ばれ、稲作ばかりでは なく、棚田の集落なら
ではのコミュニティや文化を育んできました。しかし、近年は過疎化と高齢化が
進み、千年の歴史を 誇る棚田群は続々と耕作放棄地へと姿を変えます。そして残
されたものは、雑草や灌木や竹藪の谷。 そこに棚田の再生を志す人たちが現れた
のが2007年のこと・・・ (この話の続きはカッチの声でお聞きください♪)

カッチ関西上陸イベント4月19日20日

4月19日20日

【4月19日】神戸営業道場 番外編その2

【4月20日】「上山と楽しもうin大阪」

上山集楽國エリート奴隷塾塾長が語る世界正福の為
の縁脈ソーシャルビジネスと人心掌握術の一端が 
きける数少ない機会です!人生をシフトしたい方は
是非に! 
場所：神戸市産業振興センター 803 号室 

英田上山棚田団の一員でもあるカッチさんが住む上
山の楽しさを知ってもらいたい、交流してもらいた
い、応援してもらいたいというコンセプトのもと、
月に一回 上山から誰かに来てもらって上山の空気
を感じてもらう交流会的飲み会です。 
場所：HUBKYOTEN 「NO-BRAND」 
最寄駅は 阪和線美章園、谷町線文の里、御堂筋線
昭和町です。 

カッチのFacebookはこちら

NPO法人英田上山棚田団 賛助会員はコチラ
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上山千年の歴史に学ぶ「上山ツーリズム」がはじまります。

2016年現在、上山では約60ヘクタールある農地の17ヘクター
ルが再生され、約4分の１の棚田が息を吹き返しました。 
こうして、荒れ地が年を追うごとに蘇り、新たにやって来た人
たちが新たな暮らしをつくり始めています。 
そこに棚田千年の知恵と技術を携えた地元のお年寄りたちが加
わり、たくさんの友人たちが四季折々訪れ、日本最大級の棚田
の歴史が未来に向かって動き始めています。

であれば、そのような”未来の
田舎”、上山のようすを一般の
観光客に向けてツアーとして
開放してはどうか？ 
千枚田の景観はもちろん、棚
田での農業体験や、食材とし
ての野草やジビエ、晴天率の
高い岡山県ならではの星空キャ
ンプ、あるいは超小型電気自
動車の体験試乗、などなど。

「上山ツーリズム」はじまります。詳しくはこちら

棚田千年の歴史を通じて培われてきた、“自然に寄り添う暮ら
し”を学ぶ観光です。そんな『上山ツーリズム』が、いよいよ
この４月から始まります。 
現在予定されているツアーの内容は、以下の通りです。

急峻な地形に作られ、斜面に沿うように複雑な弧を描く棚田。
それだけに機械化が難しく、今でも多くの仕事は人の手に頼ら
ざるを得ません。しかしこれは、昔ながらの米作りを学ぶチャ
ンスでもあります。

棚田で稲作体験

『英田上山棚田団』による田植え、稲刈りなどのイベント・定
例活動は、県外からの参加者、支援してくださる企業からの参
加もあり、毎年大盛況。毎年、上山へ訪れてくださる方の人数
は増えてきています。
山野草について学び、食す、摘み草ツアー。
昨年の夏にテストツアーを実施し
たところ、東京や大阪からも参加
された方もいたという、上山名物
となりそうなプログラムです。今
年の春より、月に１回のペースで
開催される予定。

晴れの国の夜は漆黒の闇、だから星空キャンプ。

普段は雑草として見落とされがち
な山野草ではあるけれど、実は食
用になるものが多く、いずれもビ
タミンやミネラル分が豊富。中に
は薬草として、古くから親しまれ
てきた草花もあります。 
山野草というと、苦そうなイメー
ジがあるかもしれません。しかし、
甘いものや酸味のあるもの、など
など、一つひとつの草花が持つ味
わいに驚くはず。

上山地区の最高峰は標高519ｍの妙見
山。その頂上から散歩コースを少し下
りたところに、この春、『大芦高原キャ
ンプ場』がリニューアルオープンします 
テントサイトは87基、オートキャンプ
サイトは43基、AV電源の引かれたサ
イトもあり、炊事棟は3棟。標高500ｍ
の高原にあるので夏も涼しく、アウト
ドア初心者でも安心な設備が整ったキャ
ンプ場です。 
上山のキャンプでは、天体望遠鏡が活
躍するはず。天気の悪い日もがっかり
せずに、クルマで5分ほどの距離にある

“未来の田舎”の扉を開く、『コムス』のレンタル開始。 
上山に来るとたびたび見かけるあのクルマ。超小型電気自動車『コム
ス』が、いよいよレンタル開始です。

料金は500円。以降、30分毎に500円が加算されます。美作市民の方
に限り、30分のみ300円コースをご用意しております。なお、時間は
説明時間込み。上山周辺でコムスで走り回って楽しめます。
ジビエをいただく
耕作放棄された棚田の跡は笹や竹の藪
となり、もともとは深い山に住んでいた
動物たちの隠れ家になります。すると、
せっかく再生された棚田にも彼らは現
れ、時間をかけて育てた農作物を、一
夜にして台無しにしてしまうことが少な
くありません。そこで捕獲して、動物た
ちの命を余すことなくいただきます。シ
カ、イノシシなどの肉はジビエ料理とし
て、皮は皮革製品として、専門の業者を
通じて販売されています。

https://ueyama-shuraku.jp/topics/1168/
https://ueyama-shuraku.jp/topics/1168/


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！」

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 

次回の定例活動は 

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。1日・2日間どちらでも大丈夫で
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。

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。 コータ発見

僕たちも支援してほしい
ですけど、まず棚田団を
支援してください。

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 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ラ

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

参加方法が変わりました！！詳しくはコチラ

春霞に梅香る
大阪では、桜の開花を待たれる時期ですが、上山では、梅が満開、
今年も上山一大きな梅の木に花が咲きました。

丹波篠山から視察団が来てくれましたぁっぁぁ
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