池谷・入山モデル作り事業
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池谷には2018に初めてお伺いし、2019年よ
り棚田オーナーになり、田植え、草刈、夏のバー
ベキュー、秋の新米食事会など参加させていた
だきました。
スマホを一切みないで、淡々と農作
業に集中することで、仕事のことや生活の中の
悩みなどが完璧に頭から離れ、かなりのストレ
ス解消となります。所謂、マインドフルネス効果
なのでしょうか。
また、その後に頂くお食事は素
朴ですが格別な味でした。その後、数回に分け
て送っていただくお米を食べながら、次の農作
業ができる日を楽しみにして過ごしております。

3年半仕事で海外にいましたが、帰国して改
めて感じたのは東京は人が多すぎる！というこ
と。定期的にリフレッシュできる場所が欲しいと
思い、棚田オーナー制度に参加しました。山菜
採りや稲刈りなどの体験はもちろん楽しいです
し、集落、
スタッフの方々、他の参加者の方とも、
色々なお話ができて刺激になります。1年後ま
さかこのような状況になるとは思いませんでし
たが、都会一辺倒の生活から、池谷集落のよう
な地域の豊かさを見直す取り組みが今後さら
に広まっていくのではないでしょうか。活動に
参加できる日が早く戻ることを祈っています。

「山清水米みんなの棚田」 オーナー募集中
池谷・入山集落のブランド米「山清水米」を一緒に作るのなかま
（オーナー）
を募集しています。

ご
○農薬不使用米…農薬・化学肥料を使わずに栽培し、好
評
「はざ架け」により天日で自然乾燥をしたお米
に
・小口コース（25㎡）
つ
10,000円（平均収量5.5kg・最低保証3.75kg） き
・標準コース（100㎡）
募
35,000円（平均収量22kg・最低保証15kg）
集
終
※上記料金に、別途消費税がかかります
了

☆お好きなコースが選べます☆
○特別栽培米…化学合成農薬・化学肥料の窒素成分
を慣行レベルの５割以上削減して生産したお米
・小口コース（25㎡）
10,000円（平均収量11kg・最低保証7.5kg）
・標準コース（100㎡）
35,000円（平均収量45kg・最低保証30kg）
☆作業について☆
田植え、稲刈りなど主な作業は日程を決めてイベント形
式で行います。それ以外の草刈など管理の作業は、個別に
都合の良い日に来ていただき、一緒に作業しましょう。
ご自
身のペースで棚田と関わってください！

☆特典☆
・全員に農産物・特産品を配当米と一緒にプレゼント！
・体験イベントがオーナー割引価格で参加できます！
☆詳細・申込☆
HP池谷・入山ガイド「山清水米みんなの棚田」
http://iketani.org/event/minnanotanada/
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ࡉ࠸ࠋ
᯽ᓮᕷ㧗ᰗ࡛ࡢヰࡋྜ࠸ಁ㐍ᴗྠᖍ㡬ࡁࠊᆅ
ᇦ࡙ࡃࡾࡢ⌧ሙ❧ࡕࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࠊཷㅮ⪅ࡽ
ࡣᗙᏛࡔࡅ࡛ࡣᏛ࡞࠸ᆅᇦ࡙ࡃࡾࡢࢥ࣮ࢹࢿ
࣮ࢺࡘ࠸࡚ᐇ㊶ⓗᏛࢇ࡛ࡶࡽ࠸ࡲࡋࡓࠋ
㸳㸧᪂₲┴ᆅᇦᨻ⟇ㄢࡢദࡍࡿᆅᇦ࡙ࡃࡾ◊✲
ົᒁ㛗ࡢከ⏣ࡀᑓ㛛ᐙࡋ࡚ཧຍࡋࠊ᪂₲
┴ࡢᆅᇦ࡙ࡃࡾ㛵ࡍࡿ⟇᳨ウࡢࢻࣂࢫࢆ
ࡋࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊฟᙇࢧ࣏࣮ࢺࢹࢫࢡᴗ࡛᪂₲
┴ෆࡢ⮬యࡢᆅᇦ࡙ࡃࡾࡢ┦ㄯࡶࡾࡲࡋࡓ
ਃ࢘ᎍⅺ↸↡↗ↂ↗
ࠋࡑࡢ୍⎔࡛ࠊబΏ࡛እ㒊ேᮦཷධࢀࡢࢭ࣑ࢼ࣮
㐠Ⴀࢆ౫㢗ࡉࢀࠊᐇࡋࡲࡋࡓࠋ
ᠾಅɼਃ࢘
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؏עⅹↂↆࣖੲѣਃ࢘
ٶဋ‒܉
ᠾಅиਃ࢘
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㸴㸧ᐩᒣ┴ࡽࡢࡢ౫㢗ࡶ᮶ࡿࡼ࠺࡞ࡾࠊ
ᐩᒣ┴ࡢ㯮℩㇂ᆅ༊࡛ࡢᆅᇦࡢヰࡋྜ࠸ಁ㐍ᴗ
࡛ᅇゼၥࡋ࡚ᆅᇦఫẸࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㐠Ⴀࢆ
⚄ዉᕝ┴ฟ㌟ࡢᏳ⸨࡛ࡍࠋᖺᗘࡣ⫋ဨࡋ
⾜࠸ࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊᐩᒣ┴ࡢᆅᇦ࠾ࡇࡋ༠ຊ㝲ࡢ
࡚ึࡵ࡚ࡢ✄స࡞ࡾࡲࡋࡓࡀࠊ㞷㊊ࡢᙳ
ྜᐟ◊ಟࢆụ㇂ศᰯ࡛⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ
㡪࡛Ỉࡀᑡ࡞ࡗࡓࡾࠊᬬࡉࡢཝࡋ࠸᪥ࡀ⥆
࠸ࡓࡾࠊᆅඖࡢ᪉ࠎࡶ๓௦ᮍ⪺ࡢẼೃࡢ୰
㸵㸧⾜ᨻࡢࡘ࡞ࡀࡾࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊົᒁ㛗ࡢከ
࡛ࠊᖖヨࡉࢀࡿ᪥ࠎࢆ㐣ࡈࡋࡲࡋࡓࠋ┬
⏣ࡀ༑᪥⏫ၟᕤ㆟ᡤ㟷ᖺ㒊࡛ᆅᇦࣅࢪࢿࢫጤဨ
ࡢከ࠸⤖ᯝࡣ࡞ࡾࡲࡋࡓࡀࠊᚓࡿࡶࡢࡶከ
ࡢጤဨ㛗ࡋ࡚άືࡋࡲࡋࡓࠋ
࠸ᖺ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ᪥ࠎ᮲௳ࡀኚࢃࡿ୰࡛
ᑐᛂ࡛ࡁ࡚ࡇࡑ୍ே๓ࡢ㎰ᐙࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ
⌧Ⅼ࡛ࡣࡲࡔࡲࡔ༙ே๓௨ୗࡢ᪂⡿㎰ᐙ࡛
ⅎҗଐထࠊ↧↝ᆆ˰̟ᡶ
ࡣ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊ᪥ࠎࡢసᴗࡸᬽࡽࡋࡢ୰࡛ᵝ
༑᪥⏫ᕷࡢ⛣ఫಁ㐍
ࠎ࡞ࡶࡢࢆ྾ࡋ࡚ࠊ࠾⡿ࢆᴦࡋࡳᚅࡗ࡚
᭶᪥࠸ࡀࡓ8,ࢱ࣮ࣥࣇ࢙ࠊ᭶᪥ࡩࡿ
࠸ࡿ᪉ࠎ࠾ᒆࡅ࡛ࡁࡿࡼ࠺㡹ᙇࡗ࡚࠸ࡁ
ࡉᅇᖐࣇ࢙ࡢ༑᪥⏫ᕷࡢࣈ࣮ࢫ༑᪥⏫ᕷᙺ
ࡲࡍࠋ
ᡤ⏬ᨻ⟇ㄢ୍⥴⛣ఫ┦ㄯᑐᛂࢆࡋࡲࡋࡓࠋ

ᆅᇦ࠾ࡇࡋࡣⰍࠎ࡞㛵ಀ⪅ࡀ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡃ
ࡀษ࡛ࡍࡀࠊᖺᗘࡣ⾜ᨻࡽࡢ౫㢗ࡢ
㛗ᖺࡢᝒ㢪࡛࠶ࡗࡓࣛࢫࢭࣥࢱ࣮ࡀᡂࡋ
ࠊၟᕤ㆟ᡤ㟷ᖺ㒊ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀ῝ࡲࡾ
ࠊࢠࣜࢠࣜࡢࢱ࣑ࣥࢢ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡋࡓࡀࠊ
ࠊᴗ⪅ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀቑ࠼࡚ࡁࡓࡣⰋ
࡞ࢇ✭సᴗ㛫ྜ࠺ᙧ࡛✌ാࡉࡏࡿ
ࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊᐩᒣ┴ࡀ᪂₲┴ࡢᆅ
ࡇࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋࡑࢀࡼࡾࠊ⇱ࡀ⤊
ᇦ࡙ࡃࡾࢆホ౯ࡋࠊࡢ౫㢗ࢆࡋ࡚ࡃࢀࡿ
ࡋࡓ࠾⡿ࢆ୍ⓗಖ⟶ࡍࡿタഛࡢቑᙉࡀ⾜
ࡼ࠺࡞ࡗࡓࡢࡶᗈࡀࡾࡀฟ࡚ࡁ࡚࠸ࡿᛮ
ࢃࢀࠊ⇱ㄪᩚసᴗࡢຠ⋡ࢆᅗࡿࡇࡀ࡛
࠸ࡲࡍࠋ
ࡁࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊࣇ࢛࣮ࢡࣜࣇࢺࡢᑟධࡼ
᭶௨㝆ࡣࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫࡼࡗ࡚ࠊேᩘ
ࡾࠊ࠾⡿ࡢ㐠ᦙࡸᦙฟసᴗࡀ▷㛫࡛⾜࠼ࡿ
࡛㞟ࡲࡗ࡚ㅮ₇ࡸ◊ಟࡸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆࡍ
ࡼ࠺࡞ࡾࡲࡋࡓࠋᚋࡶࡇࡢタࢆᏑศ
ࡿࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡗࡓࡢ࡛ࠊᚋ࠺࡞ࡗ࡚࠸
ά⏝ࡋ࡚ࠊᆅᇦࡢ㈈⏘࡛࠶ࡿ⏣ࢇࡰࢆᏲࡾ⥅
ࡃࡢࡲࡔぢ࠼࡚ࡲࡏࢇࡀࠊ࢜ࣥࣛࣥ࡞
ᢎࡋ࡚࠸ࡃάືࢆᐇࡉࡏ࡚࠸ࡁࠊᆅᇦ࠾ࡇ
ࡢࢶ࣮ࣝࢆά⏝ࡋ࡚ᘬࡁ⥆ࡁᅜྛᆅࡢᆅᇦ
ࡋࡢࣔࢹࣝࢣ࣮ࢫࡋ࡚࠶ࡾ⥆ࡅ࡚࠸ࡅࢀࡤ
࠾ࡇࡋࡢᛂࡀ࡛ࡁࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ
⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
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このような方に是非仲間になって頂きたいです。
2018年11月12日に、
農文協から
「奇跡の集落〜廃
ᖺࡽᖺࡅ࡚ኚṧᛕ࡞ゟሗࡀ⥆ࡁࡲࡋࡓࠋᖺ᭶ᮎࡣụ㇂ࡢ㛗⪁࡛ᮧ࠾ࡇࡋࡢ≌ᘬ
村寸前
『限界集落』からの再生」
（多田朋孔・NPO
ᙺ࡛࠶ࡗࡓὠࡢぶ√ࡉࢇ㸦᭮᰿Ṋࡉࢇ㸧ࡀ㜚ࡢᮎஸࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ᖺ᫂ࡅ㸰᭶
・棚田保全のために農業をしつつ、
自分の好きな事
地域おこし著）
が出版されています。
Ẹᐟࡃࡽࡢ࠾ẕࡉࢇ㸦㏆⸨ࢼ࢜ࡉࢇ㸧ࡀࡃࡶ⭷ୗฟ⾑࡛ஸࡃ࡞ࡾࠊ᭶ࡣྠࡌࡃ୍⥴㡹ᙇ
や得意な事で生きていきたい人
池谷集落の地域おこしの今までの取組はもちろん
ࡗ࡚᮶ࡓ㞃ᒃࡢぶ√ࡉࢇ㸦ᗞ㔝ຌࡉࢇ㸧ࡀ⏣ࢇࡰ࡛ಽࢀᖐࡽࡠே࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡋࡓࠋࡈෞ⚟ࢆ
・
NPO法人地域おこしのYou tubeチャンネルを一緒
、限界集落再生のポイントのノウハウ編、代表理
࠾♳ࡾࡋࡲࡍࠋ㌺ࡽ᭱ᑡ㌺ྡࡲ࡛ῶᑡࡋࡓ㞟ⴠࡀࠊ୍᪦ࡣᩘྡࡲ࡛ᅇࡋࡲࡋࡓࡀࠊ
に作り上げて活動を広めていきたい人
事山本のロングインタビュー、村人の話や移住者
・池谷集落の地域おこしをモデルとして日本全国の
ࡇࡇ᮶࡚ࡁ࡞⠇┠ࢆ㏄࠼ࡿ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋᘬࡁ⥆ࡁụ㇂㞟ⴠᏑ⥆ࡢάືࢆ㐍ࡵࡿࡀᨾேࡢ
のコラムなど、
盛りだくさんの内容です！
地域おこしにつながる事がしたい人
࠸ᛂ࠼ࡿ࡛ࡶ࠶ࡿ⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
・
都市と農村をつなぐことで新たな価値を生み出し
ࠉࡉ࡚ࠊᖺࡣ㎰ᆅࡢᘬࡁ⥅ࡂ㞟ⴠᏑ⥆Ḟࡏ࡞࠸⡿⇱タ㸦ࣛࢫࢭࣥࢱ࣮㸧ࡀࡼ࠺ࡸࡃ
本書は少子高齢化と過疎化の進む地域で外部と
たい人
ᡂࡋ✌ാฟ᮶ࡲࡋࡓࠋᮍࡔᘓᒇ࿘㎶ࡢ⮬๓⾜ᕤࡣṧࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊᖺࠎቑຍࡍࡿཷク᱂ᇵ㠃
の交流人口を増やし、
移住者を呼び込みながら、
・
これからの時代に求められる持続可能な社会の仕
行政
・地域住民・よそ者がそれぞれに連携して地
✚ᑐᛂ࡛ࡁࡿタࡀᩚ࠸ࡲࡋࡓࠋ
組みをつく
っていきたい人
域おこしを進めていくための参考になるものとし

ᖺࡀ᫂ࡅ࡚ࡼࡾࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫ⚝ࡼࡾୡ⏺ࡀࣃࣥࢹ࣑ࢵࢡ㝗ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࡢ᭶ࠊ

て書きました。
ぜひ、立場の異なる人がたくさん関
)$2㸦ᅜ㐃㣗ᩱ㎰ᴗᶵᵓ㸧࣭:+2㸦ୡ⏺ಖᶵᵓ㸧࣭:72㸦ୡ⏺㈠᫆ᶵᵓ㸧ࡣ᪂ᆺࢥࣟࢼ㛵ࡋ࡚ඹ
都会からたまに来て応援して頂く形でも大歓迎です
わる際に前向きに物事を進めていくために重要
ྠኌ᫂ࢆⓎ⾲ࡋࠕ㣗ᩱရࡢ㍺ฟไ㝈ࡢ࠺ࡡࡾࡀ㉳ࡁᅜ㝿ᕷሙ࡛㣗ᩱရ㊊ࡀ㉳ࡁࡡ࡞࠸ࠖࠕࣟࢵ
し、
リモートでできる事はリモートで応援して頂く形
なポイントとして、
様々な地域でご活用いただき
ࢡ࢘ࢺࡼࡿ㎰ᴗປാ⪅ࡢ⛣ືไ㝈ࡸ㣗ᩱရࡢฟⲴࡀྍ⬟࡞ࡾΰࡍࡿࣜࢫࢡࡀ࠶ࡿࠖ㆙
も助かります。
たいと考えています。本書を一つの参考として、全
࿌ࡋࡲࡋࡓࠋ㣗ᩱ⮬⤥⋡ഹ㸣㸦&DO࣮࣋ࢫ㸧ࡢ᪥ᮏࡣ㣗ᩱᏳಖ㞀ୖᴟࡵ࡚༴࠺࠸ゝࢃࡊࡿ
池谷集落に住み込んで頂くことも可能です。
国各地の現場で地域おこしの取り組みが前進して
ࢆᚓࡲࡏࢇࠋࢥࣟࢼ⚝ࢆᶵ㎰ᮧ⛣ఫࢆ⪃࠼ࡿேࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࡢぢ᪉ࡶྵࡵࠊᚋቑࠎ㎰ᮧᆅᇦ
（期間限定でのお試しでも、
移住を見据えて様子を見
いくことを願っています。
（多田朋孔）
てみたいという事でも大丈夫です。）
ࡢᯝࡓࡍᙺࡣࡁࡃ࡞ࡿࡶࡢ⪃࠼ࡲࡍࠋ

ᘬࡁ⥆ࡁࡈᨭ㡬ࡁࡓࡃᐅࡋࡃ࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
書籍は池谷
・入山ガイドネットショップでも取り扱
その場合は、共同住宅「めぶき」に住んで頂くことも
っています！
できます。
http://shop.iketani.org/shopbrand/ct68/

ᖺ᭶
≉ᐃ㠀Ⴀάືἲேᆅᇦ࠾ࡇࡋ
௦⾲⌮ࠉᒣᮏᾈྐ
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◆⁋⁆⁔⁗↖↝ऴإႆ̮⇁≆ↆ↭↰ڼ
山清水米をPRすることを当初の目的に「元限界集
落から地域おこしチャンネル」
というチャンネルを
開設し、米作りの動画を中心に、集落内での暮らし
・文化、食べ物などの様子を日々投稿しています。
既に多くの方々に視聴して頂いており、
ࡈᣵᣜ࣭ࡶࡃࡌ࣭⫋ဨ⤂
㸯 非常に有
効的な情報発信ツールだと感じているところです。
是非ともチャンネル登録をし、
応援コメントなどを
㸰
⚾ࡓࡕࡢάື
して頂けると励みになりますのでどうぞよろしくお
願いいたします。
ụ㇂࣭ධᒣࣔࢹ࡙ࣝࡃࡾᴗ 㸱㹼㸴
https://www.youtube.com/user/chiikiokoshi/playlists

空き家のない池谷集落に、集落を担う新たな移住
者に来てもらうために2015年に完成した
「新規就農者育成住宅“めぶき”」
ですが、今まで入居
していた3名がめぶきを巣立ち新たなる入居者を募
集しております！

も くじ

ᆅᇦ࠾ࡇࡋᛂᴗ

㸵㹼㸶
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職員紹介

家賃 3万円／月
別途電気代、合併浄化槽清掃代の実費がかかります
。
1階：共有スペース（キッチン、
トイレ、風呂完備）
2階：個人スペース（４畳）×4部屋
山本 浩史 ( 代表理事 )

多田 朋孔 ( 理事・事務局長 )

多田 美紀

めぶきの建設には大勢の方々に関わって頂きまし
た！
！
【ご寄付頂いた皆様】
【作業を手伝って下さった皆様】
【建設に関わって下さった法人・団体の皆様】
【活用した補助金】
越後のふるさと木づかい事業
森 孝寿
福嶋 美佳
安藤 直人
十日町市新規ビジネス応援助成金
お問い合わせ先
TEL&FAX：025-761-7009
E-mail：chiikiokoshi@gmail.com

-1-9-

会計報告
私たちの活動
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˜ 11,791 ˜ 2,857,324

ᚨᇌ࠰உ⅙2005年3月
（2012年4月NPO法人化）
〒⅙ענ949-8613

新潟県十日町市中条庚939-2

やまのまなびや

⁆‷‾‡‸″⁊⅙025-761-7009
‷‟‿″※‾⅙chiikiokoshi@gmail.com
⁇⁄‾⅙http://www.iketani.org
ʙಅݣᝋЎ‒
⅙まちづくりの推進、農山漁村又は中山間地域の振興、学術・文化・芸術の振
興、環境の保全、福祉の推進、経済活動の活性化、以上の活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡・助言又は援助
ɼ↙ңщೞ᧙∝˖∝˳ׇಅ≋‧•᪦≌
機関： 新潟県、十日町市
団体： 一般社団法人里山プロジェクト
公益社団法人中越防災安全推進機構
特定非営利活動法人棚田ネットワーク
特定非営利活動法人中越防災フロンティア
特定非営利活動法人まちづくり学校
認定NPO法人JEN（ジェン）
認定NPO法人新潟NPO協会
認定NPO法人ふるさと回帰支援センター
ྸʙ⅙代表理事
副代表理事
理事
理事・事務局長
監事

山本浩史
曽根一真
金子洋二
多田朋孔
海津一義

曽根イミ子

˟Ճૠ⅙123名・団体 （2020年3月31日現在）

福嶋美佳（50音順）

