私 、生 きがいしごとしています。―その２４―
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棚田 LOVER’s

特定非営利活動法人

理事長 永菅 裕一 さん

ＦＡＣＥ！

新たに立
たに立ち上がった、
がった、NPO 法人の
法人の紹介

ＵＲＬ ： http://tanadalove.com/
生きサポ播磨西が、設立・運営の相談にのらせていただいた NPO 法人をご紹介します。

棚田って知っていますか？棚田とは段々になっている美しい田んぼのことです。
棚田は米を生産する場としてだけではなく、生態系を保全したり、保水や地すべりを防止
したり、美しい景観を提供してくれたり様々な機能を併せ持つ田んぼのこと。
今回は、数々のメディアに取り上げられ、棚田の魅力を発信し将来につなげようと日々奮
闘する若き活動団体「棚田 LOVER’s」の取材を行いました。
記者：森の靴屋

『環境ユー
環境ユーイングてんま
ユーイングてんま』
イングてんま』

『お節介倶楽部』
節介倶楽部』

代表

酒居

啓介 氏

【被害防止に関する NPO 法人】

『消費者生活安全ネット
消費者生活安全ネット』
ネット』
『消費者生活安全ネット』では、一般消費者、特
に高齢者や生活弱者に対して、安心して暮らして
いける情報の提供に関する事業を行い、地域社会
における明るい生活の実現に貢献します。

出田 惠美子 氏
http://chakanshi2009.web.fc2.com/

代表

松本

好人 氏

『アジアちいく会
アジアちいく会』
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私たちは、棚 田を愛し、育みます。

５３７７

今 回取材 に快く応 じ てくだ さ
った理事 長 の永菅氏 （
右 ）と、
副理事 長 の松 尾氏 （
左）
。次世
代 に棚 田継 承 ・日本 の食 文化
継 承 のため 日々奮 闘中。熱 い
思 いを胸 に秘めた、 生きが い
仕事人達だ 。

１４２７

兵庫 県神崎 郡市 川 町谷９１５

団体情報

住所

ＴＥＬ ０８０

特定非営利活動法人棚田

NPO 法人化して変わったことは、社会的信用性と責任をより明確に持つことができるので、行政や企業と連携がいま
までより取りやすくなったり、自分たちの目指す活動の方向性を広く市民の皆様に理解してもらいやすくなった事。
今後は定期的な農業体験や意見交流会を行いながら、秋には稲刈り体験（9 月１９日、２５日、２６日）を行ったり、
企業や行政と密に連携をとりながら、棚田の魅力を伝えると同時に広く農業の魅力も発信し、日本の食文化継承のため
に活動していきます。ご興味がある方はぜひご連絡下さい。

代表

【国際協力に関する NPO 法人】

稲刈り体験の様子

『ＮＰＯ法人化
ＮＰＯ法人化して
法人化して変
して変わったこと
わったこと・
たこと・今後の
今後の活動について
活動について教
について教えてください。
えてください。』

晃 氏

『中国文化と茶を楽しむ会』では、広く一般に対
して中国茶と漢詩を通じた中国文化の普及と文化
交流の推進に関する事業を行い、精神的に豊かな
生活を送ることのできる地域社会づくりに貢献し
ます。
代表
ＨＰ

あと 5 年で棚田が無くなってしまう!?という棚田を守りたい農家の強い思いや、地域の方の声を聞き、美しい棚田を
将来につなげたい！と思い活動を始めました。また、実家は兵庫県神崎郡で米穀店を経営しているので、米に対する重
いは人一倍あり、棚田の現状を自分たちで解決できないかと思ったことも設立のきっかけになったと思います。
自然も田んぼも、一度荒廃すると元に戻すのに数年の時間と大変な労力を要するので、将来への危機感をもってもら
いたいです。人と人とのつながりや、地域の人たちとの交流を大切に、持続可能な循環社会を目指して、美しい棚田を
将来につなげていければと考えています。

赤坂

『お節介倶楽部』では、障害を持つ子供達に対し
て自立できるようにする訓練等に関する事業を行
い、障害を持つ子供達が住みやすい環境、すなわ
ち大人の障害者や老人達も住みやすい環境を作る
ことにより心豊かな地域社会の構築に貢献しま
す。

『中国文化と
中国文化と茶を楽しむ会
しむ会』

田植え体験の様子

『活動のきっかけについて
活動のきっかけについて教
のきっかけについて教えてください。
えてください。』
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【障害者に関する NPO 法人】

『環境ユーイングてんま』では、地域住民に対し
て、
「だれでも、いつでも、自然とふれあい」を通
じて、自然の恵みと命の大切さ、豊かな心を育む
と共に、地域住民の自発的・主体的運営による自
然体験学習事業を行い、地域社会の活性化に貢献
します。

『活動内容について
活動内容について教
について教えてください。
えてください。』
棚田地域での農作業体験や援農活動、都市地域や大学での棚田の多面的機能に関する普及活動
を行ったり、学生の方が地域・都市・農山村の人々と相互理解し、協力できる関係を作りあげれ
るよう、継続的な支援活動を行っています。中心的に行っている活動は 7 つあり、
1.お米を作る過程を知ってもらい、生き物と触れ合い、いのちやお米の大切さを知って貰う
農作業体験（
農作業体験（田植え・
田植え・草刈
え・草刈り・
草刈り・稲刈
り・稲刈り
稲刈り等）2.大学や商店街で、棚田米のおいしさや棚田の重要
性を伝えることを目的に棚田米試食会
棚田米試食会・
棚田米試食会・販売等による大学・商店街活性化、都市農村交流活動。
販売
3.農・食そして有機農業から社会と世界をみつめる視点を、参加者同士で意見交換しながら、
楽しみ学べる食
食や農の関心を
関心を高めるための農楽
めるための農楽カフェ
農楽カフェ（意見交換交流会）の開催。4.環境問題
カフェ
の進む時代に、農業・食・環境について講師の魅力ある話を聞いて話し合い、より良い生活や
「農的くらし」を考えるため、有機農業講座
有機農業講座の
有機農業講座の開催による有機農業の普及・啓発活動。
開催
5.企業のノウハウを生かして、企画のアドバイスをいただいたり、活動の紹介冊子や報告書を
作ることにより、活動の活性化につなげる企業
企業との
企業との連携
との連携による
連携による地域
による地域の
地域の活性化。6.棚田に特徴的
活性化
な植物をキャラクター
キャラクター化
キャラクター化し、親しみやすくすることで、子どもたちや多くの人に棚田の保全が
植物の保全になること、生物多様性の重要性をＰＲ。7.他
他の団体のイベントに
団体のイベントに出展
のイベントに出展し、有機野
出展
菜の販売や棚田の普及啓発活動などが挙げられる。また、地域では、「棚田を守りたいけれど、
自分の子どもには引き継がせたくない」というジレンマがあり、地域のニーズとして、担い手育
成や棚田を将来につないでほしいというメッセージを、団体の活動が同時に、地域の課題解決に
向けたミッションでもあるのが現状です。

【まちづくりに関する NPO 法人】

『アジアちいく会』では、東アジアに在住する日
本人高齢者等の支援や現地在住のための講習会開
催と情報提供、東南アジアの人々に対する日本語
教育と日本の歴史・文化・道徳等の普及、東南ア
ジアの人々に対する支援援助事業を行い、現地在
住者の安全で安泰な生活の実現、日本人と東南ア
ジアの人々の相互理解の促進及び東南アジア諸地
域の発展に貢献します。
代表

鈴木

壽男 氏

個別相談（予約制・無料）
相談内容
NPO 法人の
法人の設立に
設立に関する相談
する相談
※日程…8 月 12 日・27 日

NPO の運営に
運営に関する相談
する相談
※日程…8 月 20 日

しごとの悩
しごとの悩み相談
※日程…8 月 19 日

仲間を増やそう!
【姫路市 NPO 法人ネットワーク会議】
法人の健全な運営、育成のために、各団体間の
ネットワークづくりや情報交換を行っていま
す。
1.情報交換会や交流会を開催（年 4 回）
2.対象は原則として姫路市内の NPO 法人
3.行政の補助・助成事業情報も案内あり。
※お問い合わせは 079-224-8803 まで！

詳細
毎月 3 回、法人を設立するにあたって申請書類の書き方や、助成金申請に関
する書類の書き方などの相談にのります。
毎月 1 回、団体を運営していくにあたって、困っていること・悩んでいることに関
する相談にのります。
毎月 1 回、キャリアコンサルタントの先生をお迎えし、転職や就業先での悩みな
ど、キャリア形成に関する相談にのります。
（※9 月以降の日程は決まり次第紙面もしくは HP 上でお知らせします。）
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