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本日のお話メニュー

◆自己紹介

◆中山間地（新井南部地域）の魅力

◆どんな活動しているの！？

◆これからのチャレンジしてみたいこと

◆諸岡がときめく理由



大阪市で生まれる。
憧れた先生のようになりたく、保育士となる。
大阪府下の公立保育所で1年間
京都府向日市で12年働く。

子どもの感性や感覚が大好きで保育士の仕事に
やりがいを感じていた。
しかーし
子どもと一緒に遊ぶことはできても、
子どもにとって何かをつたえられることができているのか！？
という疑問が生まれる。



何が自分に足りないかと考えた
生きるうえで根本にある
「自然」と「人とのつながり」
についてもっと学ぶべき！
新潟県妙高市の
国際自然環境アウトドア専門学校入学。
3年間野外教育学科で学ぶ。



子どもたちとキャンプ 火打山登山



上小沢集落でのお米作りからの収穫祭



◆「妙高の自然とともに当たり前のように暮らしている姿」がかっこいい

◆暮らしに遊び心を持ってたのしんでいる
そんなピュアな人たちと関わる事が心地よい。

◆誰も知らない場所がいっぱい。
プライベートプレミアム感

中山間地（新井南部地域）の魅力











現在、新潟県妙高市
地域おこし協力隊として
活動中

2017.8～スタート
活動開始時に担当地区
（瑞穂地区）へ配布した
自己紹介チラシ



どんな活動しているの



【瑞穂地区地域のこし協力隊求められる活動内容】

・地域活性化の事業に取り組むNPO法人みずほっと活動支援

・農業の６次産業化、商品開発、販売促進の事業支援

・耕作放棄地の活用支援（耕作放棄地の活動、活用）

・湧き水や酒蔵、里山環境などを活かした地場産業の振興支援

・教育体験旅行等の民泊推進のための受け入れ調査、
調整や各種プログラム開発

・空家対策など人口減少少子対策支援



・地域活性化の事業に取り組むNPO法人みずほっと活動支援
・農業の６次産業化、商品開発、販売促進の事業支援



【事務局サポート業務】
・NPOみずほっと
会報発行
SNS更新
ホームページ更新



【NOP法人みずほっと
の部会のお手伝い①】

・こんにゃく
ラベル作り

・各種チラシ作り。
・直売所看板デザイン
・店番
・SNS配信



【直売所 みずほ市の様子】 毎週日曜日開催
地域の皆さんと新鮮野菜の
エネルギッシュさを感じました。



【リアカーカブ屋台】
交流の場づくり

○資金集め

・クラウドファンディング（polca)

・キャッシュファンディング

○屋台製作

・リアカー：地域の方からの譲渡

・屋台の組み立て：市役所園務員

・屋台のニス塗り：わかもの会議委員

・リアカーの溶接：地域の方からの協力

○活動周知

・SNS（Facebook、Twitter、Instagram）



瑞穂 夏の祭典でプレ出店

振る舞いサービスとして
カウンターテーブルとして
活用、出張しました。



第１回リアカブミーティング

日時：９月８日（日）16時～18時
場所：いもり池周辺 参加者：約50名
連携：妙高高原ビジターセンター、Myoko
coffee
内容：食べ物、お菓子、飲み物のふるまい21



第２回リアカブミーティング

日時：10月19日（土）17時～19時
場所：新井駅前 参加者：約50名
連携：えちごトキめき鉄道、ピアノ奏者
内容：おでん、地酒のふるまい
※越後・謙信SAKEまつりに合わせて開催。

22



第３回リアカブミーティング

日時：11月24日（日）８時30分～13時
場所：みずほ市 参加者：約40名
連携：NPO法人みずほっと
内容：みずほ市のきのこ汁などの

ふるまいの飲食スペースとして活用
23



第３回リアカブミーティング みずほ市



【NPO法人 みずほっとの部会のお手伝い②】

しめ縄づくり
販売事業

・原材料の栽培、今年は地域の祠のしめ縄
づくりも注文を受けました。
スゲだけでなく、赤穂の栽培も行い
製作サポート、各種調整を行いました。



【しめ縄づくり技術向上】

・しめ縄づくり
鮎正宗のしめ縄を
作っています。

・技術向上のため大鹿のなりわいの
匠 望月信男さんのところに学びに
行っています



・コミュニティ作り、情
報伝達方法の改善策
「LINE講座」
・「facebook講座」2018
年12月開催予定

【提案事業】

皆さん、とても意欲的で、いろんなことができる事、
便利であることを実感していました。約61名が参加しまし
た。



・菜の花祭り出店提案

【提案事業②】

・県立看護大のふれあい実習受け入れ提案、調整(後のスライドにて)

～地域外との交流～

こんにゃく、山菜が大好評。
手ごたえをつかみました。



耕作放棄地の活動支援（耕作放棄地活動、活用）



田活（学びの田んぼの場）
2017 2018



農具で
すべて手作業。
手作業の米作りから
コミュ二ティや
学びを得るために
活動しています。





鳴沢での米作り
初めての米作りの場所 思い出の場所



酒米づくり
地元で作っている作林さんと
一緒に作っています



湧き水や酒蔵、里山環境などを活かした地場産業の振興支援



「水」活動

水と暮らす。
人にとって欠かせない大切な水
ワクワク（湧く湧く）スポット
を守り、おいしさだけでない
水遊びなどを提供できる人に
なりたいです。新井南部地域を
水遊びの里として残していきたい。



↑
ワクワク（湧く湧く）スポットめぐり
平丸の石田富司さんが師匠です。

世代を超えて・・・ 【名水サミット＆名水ツアー】



新潟県 名水サミット
にて里山の魅力を
発信を発信しました。



平丸自然体験ツアー

ブナ林ガイド
＆

同じ地区内にある数か所の湧き水
を使ったお茶の飲み比べ会



【いきもんGO】
川にいる水生生物を探して、
そのいきものからその川の綺麗さ
がわかる、遊んで学ぶイベントです。
遊びを通じて、保全していく
意識を持もっていただくことが
できればと思い、活動しています。

地元産のとん汁
おにぎりを食べながら
交流会。



MURA18」
（Myoko Ultra Run rAce18）
大会特徴
走って旅する日本一ハードなマラソン大会
＊距離55km、累積標高2,000m
＊18の山間集落を駆け抜ける。

主催
MURA18実行委員会
後援
妙高市、妙高市教育委員会、
上越市、上越教育委員会
協賛
28社
協力
国際自然環境アウトドア専門学校、長沢地区
泉地区連絡協議会、平丸地区自治会、大鹿自治会
水原地区連絡協議会、瑞穂地区協議会、原通自治会
豊葦地区協議会





たくさんの方にご協力をしていただきました。
地元の方の温かくて熱い声援が
大会の魅力の一つでもあります！！



2019年度は台風19号の被害で大人の部は中止。
キッズコース（2ｋｍ ３ｋｍ）の開催をしました

2019年度のチラシ 子どもたちが元気に駆け抜けました



台風19号の被害状況を
実際に回って確かめました。
特に平丸、樽本、土路が
被害が大きかったです



エントリー料金を今後の
大会運営や復興支援として
使って欲いという方のご厚意もあり、
12月16日に妙高市へ53400円
を義援金として寄付
させていただきました。

なお返金を200名（キッズ以外）
程行いました。
返金作業はきつかったです。

被害状況から今年度の開催は判断が難しいです。
そして、今回をもって、実行委員長を退きます。

国際自然環境アウトドア専門学校の学生、教員に託します！



・教育体験旅行等の民泊推進のための受け入れ調査、
調整や各種プログラム開発
一般社団法人 妙高市グリーン・ツーリズム推進協議会主催にて

新潟県立看護大学の「ふれあい実習」という授業があります。
地域や各家庭にて受け入れを行う際の調整、地域散策ガイド補助を行う。



空家対策など人口減少少子対策支援

アウトドア専門学校へのシェアハウスを
斡旋し地区役員の方々ご協力のもとに
東関で一軒2名の学生が入居した。



その他
新井南小年賀状プロジェクト

南部マップ製作



新井南小PTC活動支援 新井南小総合学習支援



「ZERO to One 高校生体験活動アワードin妙高」
当事業は、自然の家の事業で「総合的な探求の時間」に基づき、高校生が「地域づくり」活動を実践し、
表彰するものです。7月30日から8月1日の２泊３日でおこないました。

市内でのフィールドワークを通し、参加者
は地域づくり活動の実践方法について学び
ました。
という名ですが、大人も子どもも高校生も
もっと気軽にできる川遊びが楽しいなーっ
て思って、川に親しみ持ってくれたらなー
と思ってました。
遊びこそ学びがある
遊びこそ持続可能
遊びこそ本質があり多角的に物事捉えられ
る。

そういったことを伝えました。



なんと！卒業式後に妙高に遊びに来てくれました！



新潟県地域おこし協力隊初任者研修
活動事例発表



セブンイレブンの移動販売へ
一週間に一回買い物サポートとして同行しています。



地域の茶の間のサポート。（月一回）



もろチャンネル
協力隊活動掲示板
「もろチャンネル」

◆ 地区内へ活動内容周知

◆ 協力隊と地区内の方の
交流ツール

地区内のごみの集積所
近く＆集落センターに
設置。

「楽しみにしている。」
「増やしてください。」
「講座のチラシ張ってもよい！？」
との反響の声があります。

昔版Twitterです。



協力隊通信

月一回発行
市役所HPから
閲覧可能です
（ホームページ
仕様変更のため
準備中）

南部地域へは
回覧を
しています。



WEBマガジン TURNS記事
「妙高暮らしに心構えは不要?自然を楽しむ2人の移住観」



情報発信

地域 諸岡＝×

地域の
当たり前の
価値観に
新たな気づき

人

文化



諸岡がときめいたこと
大切にしたいこと



自分の好きなことや発想を活かして
地域内外でのびのびと活動させて
いただいています。
それは世話人の方を始めとした、
地域の皆さんからの
活動しやすいようなサポートや、
励ましがあるからです。



地域の方からの励みになった言葉、対応



• 諸岡君が来て、なんか地域が明るくなった。
• お茶飲んでいきなよ～。
• えらいねー。
• 除雪たのしいのか！？顔が笑ってるぞ。
• 諸岡君、セブンこないの！？
• 地域の足長おじさんより。
• 田んぼの畔が落ちてしまったとき、
駆けつけてくれて、焦らず、冷静な対処

• お裾分けの気持ちの温かさ、気にかけてくれるやさしさ
• 草かっといたぞー。
• もろやんがここにいられるように、今、地固めが大事
• もろ君がすることなら、いくらでも応援するよ。
• 諸岡君は本当によくやってくれている



地域の人が好きなことや誇りを
もって、取り組んでいる活動。
それを当たり前に、普通に
さりげなく行う姿に・・・

憧れています♡



地域の皆さんは地域の事が
好きで、いろんな事を嬉しそうに
お話する姿、一生懸命に考える姿、
また時々世話やきで、いろんなことを
で諸岡をいじってくれる
愛情表現が好きです。



諸岡の強み
この地域に
暮らす人、空気感を
愛しています♡



活動から見えてきた
これから大切にしたいこと。



お互いに愛し、愛されて
「ありがとう」と思える関係を築いていきたいです。



ここに「くらす」ことが学び、つながりが生ま
れる感覚
そこからの学びとつながりは、遊び心くすぐる
「くらし」

そんな遊び心を持ちながら、くらしでつながり、
学べる場所や機会を大切にしたいです。



協力隊任期終了後の予定（Ｒ2.8月～）

酒米づくり（瑞穂） 米作り
瑞穂地区で暮らす中で感動した「水」と「酒」の価値をもっと高めて

いきたいです。
協力隊任期後は酒米を作る研修として妙高ライス株式会社で最低2年の
研修を行います。実際にたくさんの酒米を作って鮎正宗さんにいいお
酒を仕込んでいただきたいです。そして皆さんとお酒を飲むこと、そ
のお酒をもって全国へPRできる日が来ることが夢です。

瑞穂地区を中心として耕作放棄地を活用して地元の材料を使った地産
地消できるような農業を生業としていきたいです。

鳴沢（猿橋）小局の水を年中張った田んぼで昔からの米作りも食べる
分と米作りの勉強や体験事業として活動を展開したいです。



研修先
妙高ライスにて



農家民宿 こつぼねの家
私は、妙高での「くらし」「あそび」「しごと」に魅力を感じ、
定住したいという思いがでてきました。

地域の人と地域外からの人との「くらし」「あそび」「しごとの」交流
拠点を南部地域で作り、集まれる場づくり
をして、地域の魅力を発信する事を考えています。そこで、日帰り
でなく宿泊もできるような昔ながらの暮らしを感じられる
古民家を探していました。

協力隊が終わったときにくらしの場として古民家 農家民宿 「こつぼ
ねの家」 として開業を目指しています。

体験事業としてNPO法人みずほっとさんと連携することや地域の人の
面白い技術を体験できる場として開いていきます。





各種体験プログラム、イベント
(妙高全域)
今まで行ってきた体験プログラム、イベントを展開していきたいと
思います。

みずほっと、協議会での各種イベントでのサポート支援も変わらずに
行っていく予定です。

その他
今までお世話になったところでのお手伝い（鮎正宗など）もスポット的に
働けたらと思っています。



諸岡的に、暮らしの中で遊び心を持っている事「くらし遊び」
という呼びかたをしている。
そこから生きる事を楽しみながら学べる場所
集落の人たちや訪れた人たちのつながりのオトを奏でられることが
心地の良い空間を作りたい。
自然に近い場所ほど「暮らしの中に遊び心を」を持って
過ごせるような感覚を集落の方を見て思った。

俺が目指していた人間像がたくさんいる！
対話も大事だけど、一緒に過ごして、
「自然が近い場所」で遊ぶという事が
俺の中ではなによりも対話になる。この感覚が好き。

そんな交流拠点として「こつぼねの家」を開く、
くらし遊び人として活動してい行きたいです。



ご
視
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

今後とも
よろしくおねがいします！

リアカブ駄菓子屋
開店予定です！


