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NPO法人英田上山棚田団

上山 満開 今週も野焼き特集 
そのまえに・・・上山と楽しまナイト

次回の「上山と楽しもうin大阪」は 

4月20日 
【次回の上山からのゲスト】 
カッチさん、ビビさん、こいそん、コータくん 
【日時】       4月20日  19：00～22：00 
【参加費】   3000円 
【場所】       hubKYOten「No-Brand」 

③ メールで参加連絡をする人はコチラ 

① 棚田団FBページから参加連絡する人はコチラ 

② 問い合わせから参加連絡する方はコチラ 

【上山と楽しもうin大阪】大阪で英田上山交流会のご案内

とうとう今週になりました。「上山と楽しもうin大阪」長いこと告知して来ましたので、上山からのゲストはご存知とかと思いますが、
最後の告知できちんと紹介します。【下の写真の4名】です。左から、カッチさん、しのぶさん（ビビさん）、コウタくん、コイソン
です。ビビカチ夫婦は前日より関西入り、19日は神戸での営業道場番外編にもゲストスピーカーとして参加します。

上山関連リンク集！気になるロゴをクリックしてね( ^ω^ )
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NPO法人英田上山棚田団

今週も上山野焼き大特集

上山フォトライブラリ

https://

雑草に埋もれていた棚田がどんどん炎につつまれる 
下から上がっていく炎は生き物みたいに動く。火を操ることの大切さを知る。 
枯れ草をのみこんでいく炎が去った後、そこに現れた石垣がめちゃめちゃカッコイイ！！ 

野焼き タイムプラス 
上と横から徐々に伸ばし、
最後は下から 
セオリーがよくわかる 
気候のタイミングと人数が
揃わないとできないのでな
かなか観光していただけない
のが残念
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スマホで聴けま 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！」

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。

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。

パーソナリティーかっちの「上山集落 千年田園を世界へ届け」

「上山ツーリズム」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は5つです。 
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。

上山千年の歴史に学ぶ「上山ツーリズム」がはじまります。

メール　info@ueyama-shuraku.jp.    
電話　080-2929-8285 

　(9:00～17:00)

『上山集楽』お問い合わせフォーム 

5つのプランで楽しめる「上山ツーリズム」はじまりました。 

上山フォトライブラリ

もう春です。春は野草がたくさん採れます。松原夫婦の時期です（笑）たくさんの野草などをつかったワークショップな
ど開催されますので、イベント情報わかり次第、この新聞で報告します。 

総理主催の観桜会にお招き頂きました。今年も日本晴れに満開の桜 
この総理ご夫妻とこの政権の下に日本の平和と発展が成されている事を改めて感謝を込めてかみしめた花吹雪の朝でした。

4月14日 FM津山 生放送でした( ^ω^ )
10時からエフエムつやま生放送ー！ 
今日のゲストは奥山さん！！ 
メリーの兄妹のハチの飼い主さんでもあります。 
今日のネタは林業ですね。 
ちょうど四年前の今日フランスから来ていたジャックとナ
タリアを真庭に送る途中に会いにいってましたー！
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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 

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

次回の定例活動は 

5月13日・14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。

3つの参加方法で参加連絡おねがいします。

③ メールで参加連絡をする人はコチラ 

① 棚田団FBページから参加連絡する人はコチラ 

② 問い合わせから参加連絡する方はコチラ 

【週末農業体験】英田上山棚田団 定例活動のご案内

昨年からドタバタと準備してきたキャンプ場。 
いよいよ今年の4月1日より、営業開始しました！ 
追加の情報がこれからどんどん出てきますので、お見逃しなく！ 

Facebookページに「いいね」お願いします。

大芦高原キャンプ場 ホームページ ★ リリース

梅谷ライター 山陽新聞にて 記事掲載されております。
うめちゃんこと、梅谷くんが、山陽新聞デジタルにて、 
「上山地区に住むことを決めた理由・田舎で働く、暮らす
とは」で記事を書いています。 
今、岡山で一番熱くてホットなオトコ梅ちゃんの想いが伝
わってくる記事です。どうして上山に移住したのかなどの
自己紹介がのっています。記事見たい人は左の山陽新聞ロ
ゴをクリックしてください。

上山ツーリズム 摘み草ツアー. vol,01  
【スケジュール】 
◎集合時間　9：00 

◎終了時間　14：00 
　※現地集合・現地解散となります 
　　ご自分の車で直接お越しください。 
　　なお、集合後、開催場所までこちらのワゴンで移動し
ていただきます 
【開催人数】 
5人以上-20人まで　※5人以上のご参加で開催いたします 
【参加費】 
　大人　　　　　　￥3,000 

小学生・中学生　￥1,000 
幼稚園以下　　　無料 
【備考】 
・服装は長袖、長ズボン、帽子はあった方がよいです 
・少雨決行となります。雨天が予想される場合は最低限の雨
具をご用意ください

http://www.sanyonews.jp/
sp/article/510384/1/?

棚田の里も春本番をむかえました 

自生している野草、薬草類も食べる
には1番よい季節 
今年から本格化するエコツーリズム
第一弾として、薬草ツアーを開催し
ます 

棚田を見ながらの野草・薬草を探索 
採った野草・薬草を使ってランチを作ってみんな
で食べましょう 
昼食はおにぎり、ピザ、スープ、サラダなどのメ
ニューをご用意しようかと^^ 

解説は上山の薬草夫婦　テツロー、クミッキーが
ご案内いたします 

ぜひ、上山の薬草散策&ランチにお越しください 

【集合場所】 
大芦高原温泉　みんなのモビリティプロジェクト
オフィス 
岡山県美作市上山1735 

　https://ueyama-shuraku.jp/about/#route 
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