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NPO法人英田上山棚田団

4月20日に第2回となる「上山と楽しもうin大阪」が開催されました。今回は上山か
ら4名の現地人をゲストがきてくれました。上山開拓のパイオニア かっちとビビさん 
そして去年、移住してきた こいそんとこうたくん。 
かっちさんは大阪出身、ただ久しぶりの関西ということで 前日の19日には神戸で、
そして20日は大阪でとイベント三昧。 大阪出身のかっちさんとビビさんがくるとい
うことで、10年以上になる友があつまり、今の上山や昔話に花を咲かせました。 
移住間もない、こいそんとコウタくんの2人も、個性を前回、料理からトークまで全
力でおもてなししてくれました。今回は春の食材が盛りだくさん。わらびからタケノ
コ、ふき、タラ、菜の花など 上山の季節感を満喫できる会でした。 

4月20日 上山と楽しもうinノーブラ 開催しました。 
19日は 神戸営業道場 番外編として営業道
場立ち上げメンバーでもあったかっちさん
が、上山から学ぶ 営業道を上山の事例と
共に ぶっちゃけトークで話してくれまし
た。都会と田舎、相反する地域と思いきや、
ビジネスとしての基本思考は同じだという
こと、「楽しいことは正しいこと」を突き
進んだ結果はやはり、みなが楽しくなる。
だから成功に繋がる。とのこと
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NPO法人英田上山棚田団

ぜひ、上山の薬草散策ランチにお越しください 
[開催日] 

‒ 4/30（日）    ‒ 5/6（土） 
※参加ご希望の方は、下記、各日程のFacebookイベントページで「参加予定」をクリックしてください！ 

‒ 4/30（日）：https://www.facebook.com/events/229267417478196/ 
‒ 5/6（土）：https://www.facebook.com/events/1862556734015431/ 

[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 
アクセス：https://ueyama-shuraku.jp/about/#route 

[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 
※Facebookから問い合わせ、閲覧できない方は ホームページより問い合わせてください。

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がご案内いたします

薬草夫婦 テツロー＆くみっきー と 薬草散策ランチ開催
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ここ上山への企業・自治体からの視察は多く（先日は海外から
もお越しいただきました！）、訪問者はいつでもウェルカムな
私たちからの「視察プラン」を作成しました。2～3時間程度
で我々の活動、現地の紹介や、トヨタのモビリティ「コムス」
に乗っていただく体験、メンバーからのセッションなどとなり
ます。 視察ご検討の際はぜひ！

上山を視察したい方へ ～視察プランできました～
■ NPO法人英田上山棚田団 活動内容2時間コース 
棚田団の概要、棚田再生について、上山への移住者の流れ、地域おこ
し協力隊について、上山集楽みんなのモビリティプロジェクトの概要、
質疑応答

■ モビリティ 3時間コース 
棚田団の概要、上山集楽みんなのモビリティプロジェクトの概要、質
疑応答。トヨタ車体製 超小型モビリティ「コムス」を活用したモビ
リティミニツアー（モビリティについてはこちら）

◼料金 
※資料代等 込み 
※最小催行人数 5名としており、5名以上の場合は一人当たりの料金
です。 4名以下の場合は1グループでの料金を提示させていただいて
おります。

■ 集合場所 
雲海オフィス（大芦高原温泉の隣） 駐車場 までお越しくださいませ。 
住所：美作市上山1735 （GoogleMapで場所を確認） 
■ 昼食について 
昼食を挟んでの視察ご希望の場合は1,200円/人でジビエカレーなどご用意させ
ていただきます。 
■ 宿泊について 
上山地域内のバンガローまたは、上山から車で北へ30分のところに湯郷温泉郷
がおすすめです。 
・雲海温泉バンガロー電話 ： 0868-74-2585 
ウェブサイト ： http://unkai.city.mimasaka.lg.jp/facilities.html 
・湯郷温泉郷ウェブサイト ： http://spa-yunogo.or.jp/ 
■ 視察時の注意点 
・村内ご案内時はガイドが同行いたします。 
・基本的には雲海オフィス（美作市上山1735）までお越しくださいませ。 
（JR和気駅、岡山空港への送迎をご希望の場合はご相談下さい。 
・天候の状況により、見学内容が変更になる事がございますので、ご了承くだ
さい。 
・宿泊の場所などについてお気軽にご相談ください。ご紹介させていただきま
す。 
・村内案内時には狭い道を通行することもあり、安全には十分注意の上ご見学
ください。 
■ 視察問い合わせ先 
・一般社団法人 上山集楽・担当：梅谷真慈 
・メール：umetani1031@gmail.com またはお問い合わせフォームまで 
※お問い合わせの際は下記をお伝え下さい。 
・視察代表者のお名前 
・組織名・会社名 
・郵便番号・御住所 
・電話番号・代表者の緊急連絡先 
・メールアドレス 
・視察日時 （平成○年○月○日 ○○時○○分 ～○○時○○分 ） 
・視察人数 
・視察目的 
・上山集楽までの交通手段 
・領収書の宛名 

視察についてお問い合せする。

■ 視察受付人数について 
・モビリティツアー有りの場合は最少催行人数 5人です。 
・モビリティを活用した視察は基本的には5～10名までで対応させていただきま
す。11人以上になった場合は時間延長や個別にスケジュール調整して対応させて
いただきます。 
・モビリティツアー無しの場合は10名以上で対応させていただきます。 
・4名以下の場合は以下の料金のところも確認の上ご相談ください。 
・高校や大学など教育機関の方々の農作業体験受入なども受け付けています。 
上記内容なども考慮して個別に対応させていただきます。

◼その他 追加メニュー 
※こちらは下記の基本料金に加えて時間は1時間、料金は上記金額を
追加でいただきます。 
※上記3名のプロフィールは別添資料で確認くださいませ。 
※関連記事 （ 上山の薬草 / 移住者紹介（水柿大地） ）
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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

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

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」

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

「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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