NICE 設立 20 周年特別事業・2010 年 11/11～12/13

2010 年 11 月 10 日 19 時改訂

国際ボランティア活動推進・日本縦断キャラバン！
～ワークキャンプのキセキ～
 19 県で 2,200 人が参加できる☆
（ワークキャンプ・ナイトを 16 回、
特別ワークキャンプを 7 回開催！）
 道中で様々なアクションを展開
（短冊を集めた分だけ、インドネシア
でマングローブ植林。目標 2000 本）
11/13-14
北海道七飯町

★

11/12 札幌

★
11/16 青森、17 秋田、

★

12/6 鳥取、8 山口、

12/4-5

9 佐賀、10 熊本

島根県大田市

12/11-12
福岡県八女市

★★
★

★
★ ★ ★

★ ★
★
★ ★
★

★
★
★ ★
★

11/20-21
福島県金山町

★

11/26-27
11/27-28 富山、30 福井、

18 仙台、19 福島

長野県小谷村

12/1 岐阜、3 岡山

11/23 宇都宮、
24 神奈川＆東京、
25 松本

１．背景
「ワークキャンプ」とは合宿型のボランティア・プロジェクトである。寝食を共にしながら、住民達と森
の手入れや動植物の保護、障がい者施設や児童養護施設でのお手伝い、学校建設、村祭りや子どもキャンプの
運営など、各地で必要とされている様々な課題の解決に力を合わせることによる、社会・地域と参加者本人に
もたらす成果の新しさと大きさが近年注目され、活動する団体は増え続けている。
中でも、ボランティアが世界中から国境を超えて集まる「国際ワークキャンプ」は、グローバル化の進む時
代の中で地域と地球にポップな架け橋を作る活動として、多様な成果を生み出している。一次世界大戦直後の
1920 年、
「互いに理解・協力しなかったためにいかに多くの血が流されたか」と痛感した独仏の若者達が、フ
ランスのベルダン郊外で戦争で壊された農地を再建して始めて以来、活動は広がり続け、現在約 100 ヶ国の
NGO が約 3,000 ヶ所で各地の NPO・自治体・住民達と協力しながら行っている。各 NGO は特定の政治・宗教に
偏ることなく活動し、国連・CCIVS 等のネットワークに加盟している。
NICE（ナイス）は1990年に海外で国際ワークキャンプに参加した7人の若者が結成したNGOで、様々な方々と
協力しながら20年間で2,705回の各種ワークキャンプを開催し、40,794人のボランティア（＋数十万人の地域
住民）が国内外で参加してきた。が、社会の中でのワークキャンプや国際ボランティア活動に対する認知はま
だ弱いため、20周年の機会を活用して、本キャラバンを企画するに至った。

２．キャラバンの概要
１）事業名

国際ボランティア活動推進・日本縦断キャラバン！

２）開催期間

2010 年 11 月 11 日（木）～12 月 13 日（月）：33 日間

３）開催地

北海道から九州まで、計 19 都道県の 22 市町村（他に通過する所、多数）

４）主な目的

～ワークキャンプのキセキ～

１）ワークキャンプを知らなかった方々に広報し、参加や企画する人達の裾野を広げる。
２）各地で参加経験者や企画者のネットワークを構築し、社会活動を発展させる。
３）ワークキャンプのもたらす地域や個人への成果をまとめる。
以上を通じて、ワークキャンプや国際ボランティア活動を推進することにより、
①

環境・福祉・開発・教育・文化等の、課題解決に取り組む力を強める。

②

地域・国籍・世代・職業等の垣根を超えた、友情・理解・協働を創る。

③

他の人とつながりながら、地域と世界で主体的に行動する人材を育む。
といった成果をもっと強く生み出して、より良い地球社会づくりにつなげる。

５）主な内容

①

ワークキャンプ・ナイトの開催（16 都道県・16 ヶ所。主に都市部）
内容：★参加・企画して得たものやその後の人生を語る、トークライブ
★農と食、森、子育てなど、興味のあるテーマ別にアクションを企画。
★③の地球アクションを実施。また、お茶やお菓子を食べながら楽しく！

②

特別ワークキャンプの開催（6 道県・6 ヶ所。主に農村部）
内容：★森の手入れ、有機農業など、誰でもできるボランティア・ワーク
★夜は①と同様に、トークライブやアクションの企画。PR ビデオ作りも。
★③の地球アクションを実施。クッキング、交流会なども楽しめる！

③

地球アクションの実施（移動中に各地で）
内容：★世界七夕アクション（温暖化防止の「私の行動」を書いた短冊を集める）
★エコたわしアクション（洗剤なしで食器を洗えるたわしの普及を進める）
★提言集め（日本政府に提言する国際政策への、住民投票やアイデア集め）

＊

この他、新たなワークキャンプの開拓（開催に興味のある場所への訪問）、
道中の情報発信（ＴＶ、新聞、ブログ、ツイッター、Youtube などを通じて）、
寄付集め（短冊と共に、世界の森林再生活動へ 10 円から）も併せて行う予定。

６）宿泊場所
７）参加者

各地の NICE 会員宅、及びワークキャンプ開催地の宿泊施設
☆

全期間中参加するボランティア：3 名（日本＋世界の若者）

☆

部分参加しながら運営を補佐する NICE 職員：5 名

☆

様々な形で参加する各地の人々：約 2,200 人
＋ワークキャンプ・ナイトの参加者：30 人×16 回＝480 人
＋特別ワークキャンプ参加者：20 人×6 回＝120 人
＋道中にアクションに参加する住民の方々：100 人×16 日＝1,600 人

８）主催団体

特活）NICE（日本国際ワークキャンプセンター）

９）協力団体

CCIVS（国際ボランティア活動調整委員会）、NVDA（アジア・ボランティア発展ネット

（予定含む）

ワーク）
、農林水産省、外務省、北海道国際交流センター、マイルストーン 22、寺子屋
方丈舎、共働学舎・真木農場、赤目の里山を育てる会、緑と水の連絡会議、山村塾、NICE
地方グループ（北海道・長野・九州）、メディア各社、インドネシア IIWC、他多数

３．日程の詳細
ＷＮ＝ワークキャンプ・ナイト。ＳＷ＝特別ワークキャンプ
＊

日程・ルートは若干、変更される可能性があります。
午前

11/11（木）
11/12（金）

フリー

11/13（土）

移動

11/14（日）

ＳＷ続き

午後

夜

札幌に到着

フリー

札幌の NICE 会員宅

オリエン

ＷＮ（北海道札幌市）

札幌の NICE 会員宅

ＳＷ（北海道七飯町：湖の保全）
北海道函館市 *1

11/15（月）

フリー

フリー

宿泊

ねいぱる森
函館の NICE 会員宅
函館の NICE 会員宅

11/16（火）

移動しながら、地球アクション

青森県鰺ヶ沢町 *2

青森の NICE 会員宅

11/17（水）

移動しながら、地球アクション

ＷＮ（秋田県秋田市）

秋田の NICE 会員宅

11/18（木）

移動しながら、地球アクション

ＷＮ（宮城県仙台市）

仙台の NICE 会員宅

11/19（金）

移動しながら、地球アクション

福島県金山町 *2

11/20（土）

移動

ＳＷ（福島県会津若松市：畑の片づけ）

11/21（日）

ＳＷ続き

フリー

11/22（月）

フリー

寺子屋方丈舎
寺子屋方丈舎
ふくかんねっと
トチギ環境未来基地

11/23（火） ＳＷ（栃木県益子町：幼稚園の森整備）*3

ＷＮ（栃木県宇都宮市）

トチギ環境未来基地

11/24（水）

ＷＮ（東京都新宿区）

東京の NICE 事務局

ＷＮ（長野県長野市）

長野の NICE 会員宅

11/25（木）

移動

神奈川県横浜市 *4

移動しながら、地球アクション

11/26（金）

移動

11/27（土）

ＳＷ続き

11/28（日）

ＳＷ（長野県小谷村：有機農業）
移動

富山県富山市 *5

11/29（月）

共働学舎真木農場

フリー

富山の NICE 会員宅

ＷＮ（富山県富山市）

富山の NICE 会員宅

フリー

福井の NICE 会員宅

11/30（火）

移動しながら、地球アクション

ＷＮ（福井県福井市）

福井の NICE 会員宅

12/01（水）

移動しながら、地球アクション

ＷＮ（岐阜県岐阜市）

岐阜の NICE 会員宅

12/02（木）

移動

12/03（金）
12/04（土）

ＳＷ（三重県名張市）
移動

移動

ＷＮ（岡山県岡山市）
ＳＷ（島根県大田市：竹林整備）

赤目の里山を育てる会

岡山の NICE 会員宅
緑と水の連絡会議

12/05（日）

ＳＷ続き

フリー

緑と水の連絡会議

12/06（月）

フリー

ＷＮ（鳥取県鳥取市）

鳥取の NICE 会員宅

フリー

広島の NICE 会員宅

12/07（火）

移動

ＷＮ（広島県広島市）

12/08（水）

移動しながら、地球アクション

ＷＮ（山口県山口市）

山口の NICE 会員宅

12/09（木）

移動しながら、地球アクション

ＷＮ（佐賀県佐賀市）

佐賀の NICE 会員宅

12/10（金）

移動しながら、地球アクション

ＷＮ（熊本県熊本市）

熊本の NICE 会員宅

12/11（土）

移動

ＳＷ（福岡県八女市：森の手入れ）

12/12（日）

ＳＷ続き

12/13（月）

片づけ・総括・解散

フリー

山村塾
山村塾
-

*1：
「海外でボランティアしよう」説明会（主催：北海道国際交流センター）で体験談を話す。
*2：国際ワークキャンプや田舎で働き隊！の開催地を訪問。
*3：中長期ボランティア（ワークキャンプ型）の開催地を訪問。メンバーと一緒に活動。
*4：ぼらいやー（国際ボランティア１年間プログラム）の写真展を訪問。地球アクションの実施。
*5：北陸で活動している NICE チームのイベント参加。

＜キャラバン参加者（車に乗る人）＞
氏名

性

在住県

職業・他

参加期間

1

下村あかり

女

山口

山口大学生。マレーシア・韓国・日本で参加。

全期間

2

長野桜子

女

大分

大分大学生。冬から海外で 1 年間ボランティア。

全期間

3

神部加奈子

女

神奈川

国士舘大学生。ギリシャ、青森、大分で参加。

全期間

4

開澤真一郎

男

神奈川

NICE 代表。NVDA 代表。国連・CCIVS 副代表

11/12-11/15

5

辻陽一郎

男

神奈川

Yahoo!JAPAN（営業）
。11 月から NICE 広報職員

11/16-11/20

6

井口育紀

男

埼玉

NICE 中長期事業部長（11/28-29 は抜ける）

11/20-12/02

7

石黒智絵

女

大阪

NICE 関西事務局長

12/02-12/09

8

河津舞

女

福岡

北九州大学生。九州 NICE リーダー

12/09-12/13

４．各プログラムの補足
＊

ワークキャンプ・ナイト、特別ワークキャンプの詳細は、参考資料を参照。

★

世界七夕アクション
誰でも参加できる、温暖化防止のための地球共通アクション。１）植樹、キャンドルディナー、地元産の野

菜を買う等の行動をしながら、２）短冊に「地球全体で 2050 年に 50%削減を実現するために私がすること」
を書く。また３）温暖化問題を写真や劇、クイズで学ぶ学習プログラムも行う場合が多い。
NICE が 2008 年に世界中へ提案し、2 年間に 19 ヶ国で 16,587 人が参加し、205,961 本を植林した、
地球共通アクションです。集まった短冊は、G8 サミットの首脳会議場やパリのユネスコ本部等で展示。
キャラバンでは、短冊と共に寄付（10 円から OK）も集め、世界各地の森林再生活動を支援する。
更には集まった短冊の数だけ、2011 年 2 月にインドネシアでマングローブを植林する。
★

エコたわしアクション
洗剤なしでほとんどの食器を洗える、アクリルたわし。川や湖の汚染防止にも、洗う人の健康と時間・お金

の節約にも役立つ！かぎ針を使わなくても、指だけで誰でも簡単に編めるワークショップを開く。
NICE は 2003 年の「国際淡水年」に世界中への推進を始め、15 ヶ国で 3000 人以上の人達が参加。
キャラバンでは、ベトナムのスラムに住む女性が作ったたわしの販売も行い、生活の向上を支援する。
★

提言集め
みんなが住みやすい地球社会づくりのためには、政府が取り組むべきことも沢山ある。NPO・市民の全国ネ

ットワーク「新しい公共をつくる市民キャビネット」で作っている提言などを紹介しながら、新たな提言への
アイデアを集めたり、「自分の払った税金を使うならコレ！」と選んで投票してもらう。
集めたアイデアや投票の結果は、市民キャビネットや政府、各政党に提出して活用してもらう。

５．お問い合わせ先
ご不明な点やご意見・ご提案は、お気軽に以下の所まで、ご連絡下さい。
特定非営利活動法人 ＮＩＣＥ（日本国際ワークキャンプセンター） 電話：03-3358―7140
代表

開澤真一郎（nice@nice1.gr.jp）及び、キャラバン総合担当

井口育紀（LM-in@nice1.gr.jp）

＜参考資料：ワークキャンプ・ナイトと特別ワークキャンプの詳細＞

１）ワークキャンプ・ナイト
★内容：「農と食」
「地域・森・人づくり」など、NICE
が取り組むテーマでトークライブを開催したり、

⑤

東京都新宿区

11 月 24 日（水）

19-21 時

●会場：PAU Universe

「ワークキャンプとその後の人生」について語り

最寄：西武新宿線新井薬師前 or 沼袋駅徒歩 5 分、

合ったり。ちょっとしたお菓子や飲み物を楽しみ

JR 中野駅よりバス 6 分

ながら、ワークキャンプについて語りつくす夜に
しましょう。

⑥

★対象：ワークキャンプの参加・企画経験者、これ

11 月 25 日（木）

19-21 時

●会場：もんぜんぷら座（長野市） 601 号室

からしたい人、その他興味のある人どなたでも！
★参加費：500 円（簡単な飲食代含む）
。ただし札幌

長野県長野市

最寄：JR 長野駅西口。駅から徒歩 7 分
http://www.monzen-plaza.com/access/index.html

は別団体との合同企画のため、無料。

住所：新田町 1485-1

★申込：以下のページからお申込み下さい。
http://www.nice1.gr.jp/topics_list16/?pageID=2

⑦

富山県富山市

11 月 28 日（日）

17-20 時

●会場：CiC 3F とやま市民交流館 学習室
①

北海道札幌市 11 月 12 日（金） 18:30-20:30

●会場：北海道大學クラーク会館３階 大会議室

http://www.cicnavi.com/floor_guide/shiminkouryuukan/index.html

http://www.cicnavi.com/contents/access/index.html

最寄：JR 札幌駅 徒歩 10 分。正門（北 8 条）から

住所：新富町 1-2-3 富山ステーションフロント CiC

入り、道沿いに歩きクラーク像がある交差点で左
手に見える大きな 2 階建ての建物です。

⑧

http://www.hokudai.ac.jp/footer/ft_access.html

●会場：アオッサ 6F 福井市地域交流プラザ 和室 A

住所：北区北 7 条西 7 丁目

福井県福井市

11 月 30 日（火）

http://www4.fctv.ne.jp/~kouryu/shisetuannai.html

●主催：CHOICE 製作委員会

http://www.aossa.jp/access.html

●共催：NICE、CFF、JICA、WWOOF

住所：手寄 1-4-1

②

19-21 時

秋田県秋田市 11 月 17 日（水）

19-21 時

●会場：秋田市民交流プラザ AL☆VE 4F 洋室 A

⑨

岐阜県岐阜市

12 月 1 日（水）

18-20 時

●会場：ハートフルスクエアーG 小研修室 3
最寄：JR 岐阜駅より徒歩 2 分。（駅構内から 2F 連

と同じビルの 4F

絡通路で通じています）
。
名鉄岐阜駅より徒歩 5 分。

http://www.e-alve.com/access/index.html

http://www.ip.mirai.ne.jp/~heartful/

住所：東通仲町４番１号

住所：橋本町 1-10-23

③

最寄：秋田駅東口から徒歩 3 分。NHK 隣、東横イン

宮城県仙台市 11 月 18 日(木)

19-21 時

●会場：市民活動サポートセンター 研修室 5

⑩

岡山県岡山市

12 月 3 日（金）

19-21 時

●会場：岡山県ボランティア・NPO 活動センター”ゆ

最寄：地下鉄広瀬通駅より徒歩 3 分

うあいセンター”

住所：青葉区本町 2-8-15。パーキング:なし

最寄：JR 岡山駅

電話:022-212-3010。FAX:022-268-4042

http://www.youi-c.com/00sougou/access.html
住所：北区南方 2 丁目 13-1

④

栃木県宇都宮市 11 月 23 日（祝）

19-21 時

●会場：宇都宮市東市民活動センター 第 4 会議室

〇岡電バス・7 番乗り場「万成」「津高営業所」行
き＝「跨線橋東」下車、北へ徒歩約 4 分

最寄：JR 宇都宮駅東口より徒歩約 25 分

・3 番乗り場「妙善寺」
「三野公園」行き＝「番町

http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/community/shisetsu/higasicommunitycenter.html

口」下車、西へ徒歩約 3 分

住所：中今泉 3 丁目 5 番 1 号

〇中鉄バス・12 番、13 番乗り場「国立病院」「免

許センター」
「半田山・津高台団地」
「辛香」
「楢津

経験のあるメンバーも多数来る予定。

経由佐山団地」
「リサーチパーク」
「稲荷山」
「大久

http://www.yamaguchi-u.ac.jp/index/page/id/612

保経由佐山団地」「吉備津神社参道口」「リハビリ

住所：吉田 1677-1

センター」
「大井」行き＝「跨線橋東」下車、北へ
徒歩約 4 分

⑬

佐賀県佐賀市

12 月 9 日（木）

18:30-20:00

〇宇野バス・12 番乗り場「林野駅」
「ネオポリス西」

●会場：アバンセ（佐賀県立男女共同参画センター・

「ネオポリス東」
「町苅田」
「仁堀」行き＝ 「番町

佐賀県立生涯学習センター）第二研修室 A

口」下車、西へ徒歩約 3 分

最寄：JR 佐賀駅から徒歩 10 分。佐賀駅バスセンタ
ーから中折・クレオパーク線（行先番号 58）、西佐

⑪

鳥取県鳥取市 12 月 6 日（月）

18-20 時

賀団地・クレオパーク線（行先番号 59）。どんどん

●会場：鳥取大学鳥取キャンパス内

どんの森前バス停徒歩 3 分

最寄：JR 鳥取駅

地図：http://www.avance.or.jp/riyo/riyo8.html

http://www.tottori-u.ac.jp/dd.aspx?menuid=1795

住所：天神三丁目 2-11 どんどんどんの森内

住所：湖山町南 4 丁目 101 番地

案内：佐賀市立図書館近くのピンク色の建物

〇JR 鳥取駅から山陰本線・鳥取大学前駅下車。徒
歩3分

⑭

熊本県熊本市

12 月 10 日（金） 18:00-19:30

〇日の丸バス：鳥取駅バスターミナル⑤番のりば

●会場：熊本大学

黒髪キャンパス（北地区）全学

で乗車。鳥大線 「大学前」下車すぐ。
湖岸線、鹿野線 「鳥商前」下車 徒歩 5 分

教育等 C102 講義室
最寄：JR 熊本駅。都市バス：第 1 環状線［駅 2］
（大
学病院・大江渡鹿経由）
「子飼橋」下車徒歩 10 分。

⑫

山口県山口市 12 月 8 日（水）

18-20 時

●会場：山口大学第 2 食堂きらら

産交バス：楠団地、武蔵ヶ丘行き等「熊本大学前」
下車。交通センターから、産交バス：楠団地、武

最寄：JR 山口線「湯田温泉駅」徒歩 15 分。案内：

蔵ヶ丘、大津行き等「熊本大学前」下車

正門を入り池の前を通ってまっすぐ行くと、左手

http://www.kumamoto-u.ac.jp/daigakujouhou/campusjouhou/ichizu/index.html

にあるガラス張りの建物。当日はワークキャンプ

住所：黒髪 2 丁目 40 番 1 号

２）特別ワークキャンプ
★対象：ワークキャンプの参加・企画経験者、これか
らしたい人、その他興味のある人どなたでも。
★申込：以下のページからお申込み下さい。
http://www.nice1.gr.jp/topics_list16/?pageID=2

1 日目スケジュール
12:30～ ネイパル森に到着。昼食を食べながらオリ
エンテーション・自己紹介。
13:30～ 七夕アクションのどんぐり拾い
17:30～ 夕食（準備・片付けも当番制で！）

①

北海道七飯町 11 月 13 日（土）～14 日（日）

18:30～

NICE 代表

開澤真一郎氏のトークライブ

●活動内容・魅力：受入の準備をしてくれている、

（ポーランドで国際ワークキャンプに参加し、そ

田舎で働き隊員から一言「大沼のワークキャンプ

の面白さに惹かれ帰国後に NGO「NICE(ナイス)」を

で取り組む湖の筏作りなどと、HIF（北海道国際交

設立した開澤さんとの交流トークライブ。ワーク

流センター）が若者を対象に行う体験イベントを

キャンプ経験者からその成果も語り合います。）

合体させました。地域の若者や住民の方々と交流

20:00～ 世界七夕アクション

する場なので、皆さんと一緒に田舎ならではの体
験と楽しい時を過ごす場になれば！」。宿泊は「ネ

2 日目スケジュール

イパル森」

07:30～ 朝食（準備・片付けも当番制で！）

http://wa.manabi.pref.hokkaido.jp/mori/index.html

09:00～ 環境保全のためのいかだ作り

●集合日時：13 日 15:00

13:00～ 移動（登りながらオリエン）

●集合場所：JR 赤井川駅 改札

15:00～ 冬に備えるためのワーク（木を切って焚き

●解散時間：14 日 12:00
●持物：作業着（動きやすく暖かい服装。長袖・長
ズボン・運動靴・軍手・タオル）
、
（参加経験者は）

木用の木を集める・畑に堆肥撒き・織物など）
17:00～ フリータイム、シャワータイム、夕食
19:30～ 世界七夕アクション、エコたわしアクショ

ワークキャンプの写真、お泊まりセット、防寒着

ン。また共催の方々・キャラバン隊・参加者でワ

●参加費：一般 2200 円、高校以上の学生 1500 円、
小・中学生 1400 円、未就学児 1000 円。13 日の夕

ークキャンプの成果について語り合います。
21:30～ 交流パーティー

食と宿泊、14 日の朝食も含まれます。
●申込：開澤 nice@nice1.gr.jp

【2 日目】

●備考：電車で来る場合、函館 10:44→赤井川 11:42

05:30～ 動物の世話・食事当番など

（620 円）
。定員 20 名。申込時は、①氏名、②性別・

07:00～ 朝食

年齢、③メールアドレスと携帯電話番号、④１）

08:30～ 冬に備えるためのワーク続き

２）３）のどれ、４）５）のどちらを希望するか、

12:00～ 昼食

⑤NICE の正・元・非会員のいずれか（ワークキャ

13:00～ 掃除

ンプ経験者はその場所も）をお知らせください。

13:30～ 下山
●集合日時：26 日 13 時

②

福島県会津若松市 11 月 20 日（土）～21 日（日）

●活動内容・魅力：受入団体は、寺小屋方丈舎。寺

●集合場所：JR 大糸線 南小谷駅
●解散時間：27 日 15 時頃を予定

子屋方丈舎は子どもの社会参画を目指して 99 年に

●持物：
（参加経験者は）ワークキャンプの写真、汚

設立。フリースクール、環境教育、都市農村交流

れてもいい服（長袖長ズボン）
、運動靴、軍手、雨

の各部門に子どもと対等につくる学校外の学びの

具、防寒具、虫よけグッズ、お泊りセット

場を展開。今回は、農家さんの林道畑お花が咲き

●参加費：会員 2,500 円。非会員 3,000 円（26 日の

終わった後の片付けを行います。

夕食と宿泊、27 日の朝食も含まれます。
）

●集合日時・場所、解散時間：参加者に後日連絡

●申込：井口育紀（やす） LM-in@nice1.gr.jp

●持物：作業着（動きやすく暖かい服装。長袖・長

●備考：定員：5 名。申込締切日：11 月 24 日（水）

ズボン・運動靴・軍手・タオル）
、
（参加経験者は）
ワークキャンプの写真、お泊まりセット、防寒着
●参加費：会員 2500 円、非会員 3000 円

④

島根県大田市

12 月 4 日（土）～5 日（日）

●申込：井口 LM-in@nice1.gr.jp

●活動内容・魅力：認定 NPO 法人緑と水の連絡会議
との共催。世界遺産石見銀山の景観保全を行いま
す。竹で覆われた石見銀山の頂上の竹を刈り、竹

③

長野県小谷村 11 月 26 日（金）～27 日（土）

●活動内容・魅力：共働学舎真木農場が受け入れで

チップを製造。普段人が入ることのできない、石
見銀山の頂上まで登ってワークをします。

す。共働学舎は 1974 年設立。競争社会から協力社

10:30 大田市駅集合、出発

会への転換を目指し、農業を学びたい人、知的障

11:00～ 石見銀山到着、ワーク開始

がい者、引きこもり等、様々な人々・約 120 名が

12:30～ 休憩＆昼食

北海道・長野・東京の 6 ヶ所の共同体で暮らしな

13:30～15:30 ワーク

がら、有機農業や畜産に取り組んでいます。

16:00 ゆきみーる着、風呂＆パーティ準備

NICE の国際ワークキャンプや中長期ボランティア

18:00 パーティ開始 エンドレスに！

を受け入れて、今年で 11 年目を迎えた共働学舎真
木農場。アルプスの少女ハイジを彷彿させる自然

12/5（日）

景観に囲まれた素敵な場所にあります。

08:30 出発
09:00 石見銀山到着＆ワーク開始

【1 日目】

12:00 休憩＆昼食

13:00～15:00 ワーク

11:45 昼食（自己紹介、山村塾紹介）
13:00 ワーク場所に移動

●集合日時：4 日 10:30（前後泊、途中参加も歓迎）

13:30 竹林整備（間引き。希少竹を守ります）

●集合場所：大田市駅改札外集合

17:00 フリータイム、シャワータイム、夕食

●解散時間：5 日 16:00 大田市駅解散

19:30 トークライブ＆アクション企画

●持物：
（参加経験者は）ワークキャンプの写真、汚

21:30 交流パーティー

れてもいい服、軍手、カッパ、長靴、寝袋（12/4
の朝から参加の場合昼食も。
）

2 日目：

●参加費：会員 1,500 円、非会員 1,700 円

07:30 朝食

●申込：名前・メールアドレスの順に

08:30 準備＆ワーク場所へ移動

west@nice1.gr.jp（石黒）まで

09:30 ワークオリエン
10:00 山村塾イベントの参加（しめ縄づくり）
12:00 昼食（餅つき）

⑤

福岡県八女市 12 月 11 日（土）～12 日（日）

●活動内容・魅力：山村塾が受け入れです。山村塾

13:30 しめ縄づくりの続き
15:00 掃除・片付け

は米づくりと森づくりを都市と農山村の連携を通
じて行い、山村の自然を守ることを目指すボラン

●集合日時：11 日 11:10（羽犬塚駅発黒木行きのバ

ティア団体です。NICE とは 3 年前から『里山 80

スに乗ってください）

日ボランティア』として中長期ボランティアを受

●集合場所：堀川バス 黒木バス停

け入れ、地域で活動しています。古くから棚田で

●解散時間：12 日 15:53（黒木バス停発のバス）

の米作りや八女茶の栽培などが盛んな農林業の地

●持物：初日の昼食、米 2 合、汚れてもいい服（長

域。谷あいに沿って集落が続き、棚田の石垣や山

袖長ズボン）、運動靴、軍手、雨具、防寒具、虫よ

すそのお茶畑の景色が美しいエリアです。

けグッズ、お泊りセット
●参加費：会員 3,000 円、非会員 3,500 円

1 日目：

●申込：井口育紀（やす） LM-in@nice1.gr.jp

11:10 黒木バス停集合。えがおの森へ移動

●備考：定員：7 名。申込締切日：12 月 9 日（木）

