
 

  

参加資格  
(１) 心身ともに健康な 18～40 歳の人 

(２) 全期間参加できる人 

(３) 活動に熱意をもって取り組める人 

 

主 催 特定非営利活動法人 地球緑化センター 

〒104-0028 東京都中央区八重洲 2-7-4 清水ビル 3 階 TEL：03-3241-6450  HP : www.n-gec.org 

若葉のふるさと協力隊 

参加費   

20,000 円 ／４泊５日 

18,000 円 ／3 泊 4 日 

※滞在費（宿泊費・食費）を含む。但し、交流会費として別途

2,000 円程度を現地でお支払いいただく場合があります。 

※開催地までの交通費は自己負担（現地集合・解散） 

※地球緑化センターでボランティア保険に加入します。活動

中の事故やケガは、保険の範囲内で補償します。範囲外につ

いては自己責任となりますのでご了承ください。 

開催地   

岩手県一関市／山形県小国町／群馬県高山村／群馬県上野村 

福井県坂井市／福井県美浜町／高知県大川村／宮崎県諸塚村 

宮崎県日之影町／沖縄県東村 

2020 年 9 月～11 月開催 



 

  

  

☆目を閉じ、耳を澄まし、感じ取ろう 

今生きる世界から、少しだけ離れてみません

か？「やんばる」の広大な自然の世界を、すー

っと深呼吸するように感じ取ろう。今を生きる

あなたに、心休まるひとときを。 

緑のふるさと協力隊 伊藤孝幸 

 

【締切】9/4(金)  【定員】3 名 

【集合】14:25「名護バスターミナル」 

【解散】13:30「名護バスターミナル」 

【主な活動内容】 

農作業手伝い（パインアップル、海

ぶどう）、紅型染め体験、野草酵素

作り、模合参加など 

☆海も山も川も湖も！～ここにしかない田舎体験～ 

田舎過ぎない”ほどよい田舎”。海・山・川・湖の

多様な自然と、それに合わせた多様な暮らしがあ

ります。田舎暮らしはもちろん、この豊かな環境

でしかできない様々な体験をしてみませんか？ 

緑のふるさと協力隊 有馬里実 

【締切】9/1(火)  【定員】4 名 

【集合】12:45 JR 小浜線 美浜駅 

【解散】13:30 美浜駅  

【主な活動内容】 

農作業手伝い（水稲、園芸など）、

漁業手伝い（大敷網）、民泊体験、

地域の方との交流など 

【締切】9/16(水) 【定員】3 名 

【集合】14:15 JR 米坂線小国駅 

【解散】13:30 小国駅  

【主な活動内容】 

農作業手伝い、炭焼き、郷土料理作

り、地域の方との交流、つる細工、

星空観察など 

☆上野村で山の暮らしを体感してみよう！！ 

上野村は周囲が山々で囲まれた大自然です。また

Ｕ・I ターンに力を注いでいる村であり、それだ

け定住者も多くいます。そんな村であなただけの

時間を過ごしませんか？ 

緑のふるさと協力隊 矢橋和樹 

【締切】8/28(金)   【定員】6 名 

【集合】13:10 上信電鉄 下仁田駅 

【解散】13:30 JR 高崎駅  

【主な活動内容】 

農作業手伝い（ミニトマト、しいた

け収穫）、地域の方・OBOG との交

流、村内めぐり、鍾乳洞見学など 

 

☆自然をたのしみ、小国町の魅力を自分の肌で体感しよう！ 

自然と共生している小国町。ここでしか体験、

経験できないことがある！地域の方も温かい人

たちばかり。いつも過ごしている日常を離れ、

自然豊かな田舎暮らしを体験しませんか？ 

緑のふるさと協力隊 中原 凌 

 

農作業のお手伝い、地域行事への参加を通じて、農家さん

の作物に対する思いや地域のつながりにふれることができ

ます。豊かな自然や文化、そして人に魅了されること間違い

なし！「都市にいてはわからない、農山村の魅力を感じた

い」という方、ぜひご参加ください。 

▼3泊 4日：2カ所 

▼4泊 5日：8カ所 

  若葉のふるさと協力隊 開催地一覧 

①群馬県上野村 

②山形県小国町 

③福井県美浜町 

④沖縄県東村 

⑤宮崎県日之影町 

⑦宮崎県諸塚村 

⑩福井県坂井市 

⑧群馬県高山村 

⑥岩手県一関市 

⑨高知県大川村 



 

 

 

 

 

  

☆村と自然に帰れる場所、竹田～狩猟できます！～ 

何かやりたいけどどうしたらいいかわからない

あなた、若葉の活動を通してあなたが探してい

るものが見つかるかもしれません。いつでも自

然に帰れる竹田に遊びに来て見ませんか。  

 緑のふるさと協力隊 粟生貴志 

【締切】11/4(水)  【定員】５名 

【集合】13:50  JR 北陸本線丸岡駅 

【解散】15:20 丸岡駅  

【主な活動内容】 

農作業手伝い（自然薯）、解禁直後

の狩猟体験、惣菜加工手伝い、丸そ

ば作り、縄ない・木工体験など 

☆原点に立ち返ることが出来る村、大川 

大川村にはスーパーやコンビニはなく、水道は公

営水道でなく沢からホースで取水している所が

ほとんどです。素朴だけど力強い、大川の暮らし

を体験してみませんか？ 

       緑のふるさと協力隊 山田朋広 

【締切】10/19(月)  【定員】3 名 

【集合】10:00 高知空港 or 

 11:00 JR 土讃線 高知駅 

【解散】12:00 高知駅/13:00 高知空港 

【主な活動内容】 

農作業手伝い（野菜の収穫、出荷準

備など）、草木染め体験、地域の方

との交流など 

【締切】10/16(金) 【定員】6 名 

【集合】13:40 JR 上越・吾妻線 

渋川駅 

【解散】12:30 渋川駅  

【主な活動内容】 

農作業手伝い（さつまいも、ビー

ツ）、郷土料理作り、移住者のお話

を聞く、地域の方との交流など 

☆ぎゃあな諸塚で新発見！～体験！山暮らし～ 

「一人多役」というキャッチフレーズの通り、1 人

の人が仕事・趣味・家庭・集落などそれぞれの場

で、いろいろな役割を担っています。こんな生活

もあるのだと新しい発見をしてみてください。 

緑のふるさと協力隊 旭 亜純 

【締切】10/8(木)  【定員】3 名 

【集合】13:00  JR 日豊本線 

日向市駅 

【解散】14:00 日向市駅  

【主な活動内容】 

農作業手伝い（稲刈り、しいたけ収

穫）、めんぱ作り体験、秋祭り見学、

神楽について知るなど 

☆来て、見て、触れて。楽しさ実感！大東町！ 

きれいな水、優しい緑、おいしい空気。様々な野

生動物も生息する自然いっぱいの地域です。元

気な人間もいっぱい生息しています。ぜひ参加

して、大東の良さを実感してください！ 

緑のふるさと協力隊 金山周平 

【締切】10/1(木) 【定員】4 名 

【集合】13:00 一ノ関駅 西口 

【解散】15:00 一ノ関駅 西口  

【主な活動内容】 

農作業手伝い（精米、リンゴ収穫な

ど）、伝統芸能体験（鹿踊り）、郷土

料理作り、地域の方との交流など 

☆忙しい時間を忘れて！ 

普段とは違う生活を送ってみませんか？ 

毎日同じ事の繰り返しの生活を忘れて，豊かな自

然に囲まれた日之影町で非日常を体験しましょ

う。 

   緑のふるさと協力隊 竹内優斗 

 

【締切】9/25(金)  【定員】3 名 

【集合】13:00 宮崎交通・西鉄バス 

       「青雲橋」バス停 

【解散】12:00「青雲橋」バス停 

【主な活動内容】 

農作業手伝い（柚子、栗の収穫）、

農村歌舞伎体験、郷土料理作り、農

家民泊、地域の方との交流など 

 

☆「たからのやま たかやま」を五感でフルに感じよう 

こだわりのお米や野菜を作る農家さんがたくさ

んいます！農家さんの話はおもしろい！夜は満

天の星空を見ながら、ゆっくり話をしましょう。

心よりお待ちしています。 

緑のふるさと協力隊 西山大樹 



参加申込について 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

申込方法  
・申込フォームを送信し参加費の入金後、参加申込受付となり

ます。 

・先着順のため参加を希望される方はお早めに手続きをお願い

します。 

（1）申込フォームへ必要事項を入力し、送信。 

⇓ 申込フォーム 

 

 

 

 

 

（2）地球緑化センター事務局からのメールを確認し下記口座

へ参加費をお振込みください。 

【申込締切日より 10 日前まで】 

・申込フォーム送信後、7 日以内にお振込み下さい。 

※7 日以内に参加費の入金がない場合は自動キャンセル

となります。 

【申込締切日より 10 日未満】 

・申込フォーム送信後、申込締切日までにお振込みください。 

※申込締切日までに参加費の入金がない場合は自動キャ

ンセルとなります。 

☆参加費の振込先 

下記どちらかの口座へお振込みください。(手数料は各自負担) 

① 郵便振替 00130-2-761479  

特定非営利活動法人 地球緑化センター 

② 三井住友銀行 京橋支店（普通）No.8510069 

特定非営利活動法人 地球緑化センター 

（3）地球緑化センター事務局からの参加費の入金確認メール

をもって、参加申込完了となります。 

 

 

参加にあたって  

・新型コロナウイルス感染症の流行状況を考慮しながら、開催

2 週間前に実施の有無を判断します。場合によっては開催中

止となる可能性があることを予めご了承ください。 

・開催 2 週間前に新型コロナウイルス感染症の影響によりプロ

グラム開催を中止した場合は、参加費を全額返金致します。

但し、各自で手配済みの開催地までの交通費は自己負担とな

ります。 

・申込受付後、地球緑化センターから案内等をメールまたは電

話にて連絡しますので、申込後はメール、電話の確認をお願

いします。 

・プログラム開催２週間前または定員に達した時点で応募を締

め切ります。但し、定員に達しない場合、引き続き申込を受

け付けることもあります。 

・申込締切日は、開催地ごとに異なりますのでご注意ください。 

・詳しい内容や持ち物については、開催 10 日前を目安にご連

絡します。 

・主な活動内容は現時点で想定される内容を記載しています。

また、天候状況等によって日程の変更、中止の場合がありま

す。予めご了承ください。 

・事故やケガなどの緊急事態に備えて、参加申込書の内容を開

催自治体内で共有することをご了承ください。 

 

【新型コロナウイルス感染症対策に関するお願い】 

・手洗い、うがい等の感染症対策にご協力をお願いします。 

・プログラム開催 2 週間前から毎日検温し、地球緑化センター

まで報告をお願いします。※報告方法については、申込受付

後、別途ご連絡いたします。 

・開催 1 週間前から体調不良（37.5℃以上の発熱、咳、倦怠感、

嗅覚・味覚異常等）がある場合は参加をご遠慮いただきます。 

 

 
キャンセルについて  

・地域の方は皆さんが来ることを楽しみにしています。定員数も

限られているためキャンセルの場合、他の参加者の参加機会を

奪うことにもなり、皆さんを受け入れる準備をしてくださって

いた地域の方にも迷惑がかかる場合があります。なるべくキャ

ンセルにならないようご協力をお願いします。 

・申込締切後のキャンセルの場合、参加費は返金致しません。 

持ち物   

作業ができる服装（長袖・長ズボン）と運動靴/長靴/雨具（上下

別のレインウエア）/帽子/軍手/水筒/寝間着/着替え/洗面用具/

筆記用具/タオル/健康保険証/交流会費 2,000 円程度等 5 日間でしたが色々な方と話し、 

皆さん枠にとらわれない 

生き方をされていることを知り 

視野が広がりました。 

地域の方から「ここに来てくれて嬉しい、また来てね」と 

言われ、とても嬉しくて心が温かくなりました。 


