
 

  

主 催 特定非営利活動法人 地球緑化センター mail：furusato@n-gec.org 

 

若葉のふるさと協力隊 

2022 年 8 月～11 月 

「若葉のふるさと協力隊」……農作業の手伝いや地域行事へ

の参加を通じて、農山村の暮らしにふれるボランティアプロ

グラム。「地元の方と一緒に汗を流し、農作業を経験したい」

「都市にいては分からない農山村の魅力を感じたい」という

方、あなたの思いを農山村でカタチにしてみませんか。 

⑧宮崎県諸塚村 ⑤沖縄県東村 

②山形県小国町 

⑩石川県白山市 

④新潟県粟島浦村 ⑨岩手県一関市 

⑪群馬県上野村 

⑫福井県坂井市 

⑥宮崎県日之影町 
①愛知県豊根村 

⑦愛知県幸田町 

③岡山県鏡野町 

参加費   

20,000 円 ／４泊５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。

範囲外は自己責任となります。予めご了承ください。 

参加資格  
(１) 心身ともに健康な 18 歳から概ね 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 

開催地   

岩手県一関市／山形県小国町／群馬県上野村／新潟県

粟島浦村／愛知県豊根村／愛知県幸田町／石川県白山

市／福井県坂井市／岡山県鏡野町／宮崎県諸塚村／宮

崎県日之影町／沖縄県東村 

 12カ所で開催！ 



 

  

▼4 泊 5 日：1２カ所 

 

 

① 8/4(木)～8/8(月) 愛知県豊根村
と よ ね む ら

 

【締切】7/22(金) 【定員】3 名 

【集合】15:15 JR 飯田線東栄駅 

【解散】11:50 東栄駅  

【主な活動内容】 

農作業手伝い、村内散策、地域イベン

ト参加、そば種まき、草木染め体験、

地域の方との交流など 

何かに応募する時って不安や期待、様々な感

情になると思いますが、直感も大事です！ 

この挑戦で農山村の魅力、自分自身の発見も

あるかもしれません。是非一緒に活動しまし

ょう！   緑のふるさと協力隊 伊藤 彩子 

たった5日間。豊根村ってどんなところ？？ 

 

 

②8/24(水)～8/28(日) 山形県小国町
お ぐ に ま ち

 

【締切】8/10(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、つる細工、木工体験、

黒沢峠散策、伝統文化体験、星空観察、

地域の方との交流など 

大自然に囲まれた小国町。 

個性豊かな人々との出会い、色んな体験を通

して、夏の思い出を小国町でつくってみませ

んか？一緒に楽しい５日間を過ごしましょ

う！   緑のふるさと協力隊 中野 沙和華 

田舎暮らしに興味がある！ そんなあなたにピッタリです！ 

 

 

③9/24(土)～9/28(水) 岡山県鏡野町
かがみのちょう

 

【締切】9/9(金) 【定員】5 名 

【集合】13:00 

JR 姫新線/津山線 津山駅 

【解散】15:00 津山駅  

【主な活動内容】 

農作業手伝い、炭焼き体験、小学校

運動会参加、郷土料理づくり、渓谷

散策、地域の方との交流など 

鳥取県との県境に位置する鏡野町。 

豊かな水と自然、美味しい郷土料理に温泉、元

気であったかい鏡野の人たち…。 

いつもと違う日常を過ごしてみませんか？   

緑のふるさと協力隊 為国 友梨・福井 華奈子 

鏡野でぼつぼつしんちゃい 

 

 

④9/26(月)～9/30(金) 新潟県粟島浦村
あわしまうらむら

 

【締切】9/12(月) 【定員】4 名 

【集合】17:00 粟島港 粟島浦観光案内所 

【解散】12:00 粟島浦観光案内所 

【主な活動内容】 

漁業・農作業手伝い、民宿手伝い、タコ獲り、

穴釣り、郷土料理作り、星空観察、体操会参加、

地域の方との交流など 

離島の暮らしに興味がある人、 

今住んでいる環境と違うところに行ってみた

い人、ぜひ粟島浦村に一度来てみて下さい！ 

私と一緒に離島生活を楽しみましょう！ 

緑のふるさと協力隊 曲渕 時 

5日間の離島暮らしを一緒に体験しませんか？ 

 

 

⑤9/30(金)～10/4(火) 沖縄県東 村
ひがしそん

 

【締切】9/16(金) 【定員】5 名 

【集合】14:00 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、博物館・文化スポーツ館

手伝い、地元小学生との交流、小学校運

動会参加、三線・藍染体験など 

はいさい！本土復帰５０年、ＮＨＫ連続テレビ

小説の舞台など、今何かと話題になっている沖

縄本島北部のやんばる「東村」です。あなたの

知りたい・学びたいをぜひ聴かせてください。

全力でサポートします。またや～さい！ 

  緑のふるさと協力隊 藤下 征伸 

人も自然も美しい村で「ちむどんどん」する体験してみませんか♪ 

 

 

⑥10/3(月)～10/7(金) 宮崎県日之影町
ひのかげちょう

 

【締切】9/20(火) 【定員】3 名 

【集合】13:00 宮崎交通・西鉄バス

「青雲橋」バス停 

【解散】8:30 「青雲橋」バス停 

【主な活動内容】 

農作業手伝い、歌舞伎体験、ジビエ体験、

郷土料理づくり、農家民泊、地域の方と

の交流など 

景色がきれい。町の人たちが優しい。ごはん

がおいしい。なにげない幸せがたくさん詰ま

った日之影町でこれからの生き方考えてみま

せんか？ 

   緑のふるさと協力隊 菊浦 美宇 

いつもとちょっとちがう日常を。 
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⑦10/7(金)～10/11(火) 愛知県幸田町
こうたちょう

 

【締切】9/26(月) 【定員】3 名 

【集合】13:00 JR 東海道本線幸田駅 

【解散】13:30 幸田駅  

【主な活動内容】 

里山整備（地域有志との共同作業）、幸田

町特産筆柿の収穫、筆柿選果場見学、野菜

の収穫など 

緑のある所や山の中で 

静かにのんびり生活し 

たいけど街や都会に近い方が良い！そんなわ

がままがここでは叶います！！セレンディピ

ティを感じる最高の４泊５日はいかがです

か？     緑のふるさと協力隊 山下 敦史 

「愛」のある愛知県「幸」せなまち幸田町 

 

 

⑧10/7(金)～10/11(火) 宮崎県諸塚村
もろつかそん

 

【締切】9/26(月) 【定員】3 名 

【集合】13:00 JR 日豊線日向市駅 

【解散】14:00 日向市駅  

【主な活動内容】 

農作業手伝い、加工グループ手伝い、自

治公民館活動を学ぶ、めんぱ作り体験、

そば打ち、協力隊OBOGとの交流会など 

沢山の大きな山々と美しい川に囲まれた宮崎

の秘境・諸塚村。そんな普通の農村とは違う

山村ならではの暮らしを一緒に体験してみま

せんか？諸塚だからこその発見があるはず！ 

緑のふるさと協力隊 中嶋 竜太 

『普通の田舎』では出来ない体験をいっしょに！ 

 

 

⑨10/20(木)～10/24(月)  

【締切】10/6(木) 【定員】4 名 

【集合】13:00 JR 一ノ関駅 

【解散】14:00 一ノ関駅 

【主な活動内容】 

野菜・果樹の収穫、新米配布手伝い、

郷土食作り(餅つき、かにばっと)、堤

巡り、地域の方との交流など 

見渡す限りの田んぼが広がる花泉は、大規模な米

生産ともち文化が自慢の地域です。花泉にしかな

い自然風景や食文化、地域の方々との交流を一緒

に楽しみましょう！「こっちさ来て、たばごにす

っぺ～！（こっちで一休みにしようよ！）」 

緑のふるさと協力隊 尾畑 翼 

広〜い田んぼ道 のびのび歩いてみませんか？ 

 

 

【締切】10/6(木) 【定員】4 名 

【集合】13:00 JR 金沢駅 

【解散】13:00 金沢駅  

【主な活動内容】 

穂がち体験、かまし収穫、民俗資料館見学、

地域住民・協力隊OBOGとの交流、三味線・

かんこ踊り（民謡）体験など 

白峰地区は重要伝統的 

建造物群に指定されている素敵な古民家が建ち

並ぶ集落です。大自然に囲まれて個性豊かな人々

とジゲ弁（白峰の方言）に触れ、「山と生きる」

生活を体験してみませんか？ 

緑のふるさと協力隊 沼田 かなみ・宮本まひる 

小さな集落の中で暮らす人々の温かさに触れてみませんか？ 

 

 

⑪10/28(金)～11/1(火) 群馬県上野村
う え の む ら

 

【締切】10/14(金) 【定員】4 名 

【集合】13:10 上信電鉄下仁田駅 

【解散】15:30 JR 高崎駅 

【主な活動内容】 

農作業手伝い（サツマイモ・ネギなどの収

穫）、林業体験、山の散策、昔の暮らしを学

ぶ、地域の方との交流など 

山と川に囲まれた自然 

いっぱいな場所での生活を体験してみません

か？上野村に住む人の温かさと力強さに触れ

ながら自分の知らなかったことにたくさん気

付くチャンス！一緒に楽しみましょう！ 

  緑のふるさと協力隊 小山田 光希 

自然の暮らしをもっと身近に感じよう！ 

 

 

【締切】11/4(金) 【定員】5 名 

【集合】13:00 JR 北陸本線丸岡駅 

【解散】15:00 丸岡駅 

【主な活動内容】 

狩猟体験、農作業手伝い、獣害対策点検、

郷土料理づくり、猟師による里山の話、

地域住民との交流会など 

里山の緑いっぱいの景色と、空気や水の綺麗さ

を体感し、そこで育った野菜や川魚、動物(⁉)を

実際に味わってみよう！そして地域の人たちと

の交流を通して、竹田で暮らしてきた人たちに

ついて知り、「これから田舎で暮らしていく」と

いうことを一緒に学ぼう！！ 

緑のふるさと協力隊 水谷 泰志 

一緒に過ごして学ぶ！山里の暮らし！ 

岩手県一関市
いちのせきし

 花 泉
はないずみ

地区 

⑩10/20(木)～10/24(月)  
石川県白山市

は く さ ん し

 白峰
しらみね

地区 

⑫11/19(土)～11/23(水)  
福井県坂井市

さ か い し

 竹田
た け だ

地区 
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申込方法  
・申込フォーム送信と参加費の入金をもって参加申込受付で

す。申込フォーム送信だけでは申込完了となりませんのでご

注意ください。 

・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のうえ、メー

ルに記載してある振込期日までに下記口座へ参加費をお

振込みください。やむを得ず期日までにお振込みができな

い場合は事務局までお電話ください。 

  お電話がなく、期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ので、予めご了承ください。 

☆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) 

▶ 郵便振替 00130-2-761479  

特定非営利活動法人 地球緑化センター 

▶ 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。 

・開催中止の場合は、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。 

・開催日の 2 週間前の時点で、居住地に政府や自治体から緊急

事態宣言が発出されている場合は参加をご遠慮いただく場合

があります。 

・申込フォーム送信後、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、フォーム送信後はメール、

電話の確認をお願いします。 

・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。 

・締切日前でも、定員に達した時点で申込を終了する場合があ

ります。また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。詳しくはホームページでご確認ください。 

・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。

天候状況やその他の事情等によって内容に変更が生じる場合

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、申込の内容を開催自治

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、手指のアルコール消毒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 週間前から健康観察シートの記入をお願い

します。※記入・提出方法については、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、咳など）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  

・このプログラムは、少人数でお互いに顔の見える交流を重視し

ています。定員数にも限りがあるためキャンセルはできる限り

お控えください。 

・地域の方も皆さんの来訪を楽しみに準備を進めていますが、直

前でのキャンセルがありますと計画の変更や中止の恐れも生

じます。 

・万が一、申込完了後にキャンセルの場合は早めに事務局までお

知らせください。 

・申込締切日後のキャンセルの場合参加費は返金いたしません。 

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/タオル/筆記用具/健康保険証/

交流会費 2,000 円程度等 

とても濃い経験ができて、参加して良かったと心の底から

感じています。4泊5日では足りないくらい、もっと感じた

い、一緒に過ごしたいと思えました。 

5日間は長いようであっという

間でした。普段は感じることの

ない「人とのつながり」をたくさ

ん感じることができました。 

参加申込について 

「また必ず遊びに行きたい」

と思える最高の体験でした。 


