
～カラフルでヘルシーな世の中を☆～  

 

 

すがすがしい初夏の季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか？さて、特活）NICE（ナイ

ス＝日本国際ワークキャンプセンター）では 4 月号に引き続き、月例報告書を皆さまにお届け致し

ます。月例報告は季刊「NICE プレス」の発行月（2,5,8,11 月）を除く、毎月上旬の発行を予定し

ております。最後までお読み頂けますと幸いです☆  

 

 

【目次】（クリックすると各記事へ！）  

① 一目で分かる・ 5 月の活動実績一覧表  

② Pick up! 活動のハイライトを幾つかご紹介  

③ 参加者募集中☆ 6 月の活動予定一覧表  

＋  事務局日記  ～6 月は果物がいっぱいです！  

 

 

①  一目で分かる・ 5 月の活動実績一覧表  

開始  終了  開催地  主なワーク  種類  人数  

05/01 05/04 福島県いわき市  環境整備や農作業、耕作放棄地の開拓  国超  5 

05/03 05/05 石川県加賀市  住民 1 名の美しい山奥で、田植え  国超  # 

05/04 05/08 山形県最上町  過疎・高齢化地域で平飼養鶏、農作業  国超  7 

05/06 - 大阪府大阪市  国際ボランティアを語るタコパ交流会  イベ  # 

05/09 06/12 福井県勝山市  住民 1 名の美しい山奥で、畑 等を再生  国長  1 

05/14 05/15 神奈川県川崎市  森の手入れ、「炭循農法」での野菜作り  国超  60 

05/14 05/15 和歌山県古座川町  「一枚岩映画祭」準備。会場の装飾  国超  # 

05/15 - 東京都東久留米市  児童養護施設の子ども達と遊ぶ  国超  # 

05/15 07/10 タイ Koh Scorn 離島で有機農業や子ども活動  海長  1 

05/16 05/22 フランス・ブサンソン  高校生 workcamp リーダーの国際研修  海研  14 

05/18 08/09 エスト ニア Sagevere Goat Farm 小さな村の有機ヤギ農場で、乳搾り  海長  1 

05/19 11/30 エストニア Alliksaare Farm 島の伝統を守るエコ農場で、馬の世話   海長  1 

05/21 05/22 神奈川県横浜市  庭作業（リーダー合宿＆総合研修）  国研  18 

05/21 - 神奈川県横浜市  グローカル・ボランティア・フェスタ  イベ  35 

05/21 05/22 大阪府富田林市  里山保全。間伐材の皮むき、草刈り  国超  # 

05/28 05/29 三重県いなべ市  地域の環境保全団体と、土手の草抜き  国超  5 

 

＊ここでは 5 月開始分のみを記載（この他に 4 月以前に開始し、5 月にも行っていた活動もございます。）  

＊ワークの色は主な分野（複数の場合も多いが、一つに限定）： 環境  農業  開発  文化・平和  教育  福祉  

＊種類：国長＝国内中長期（30 日間～1 年間）、国短＝国内短期（7～29 日間）、国超＝国内超短期・週末（1 

～6 日間）、海長＝海外中長期、海短＝海外短期、イベ＝イベント、海研＝海外研修、国研＝国内研修  

＊人数：参加ボランティアの人数（部分参加含む）。この他に住民の方々が大勢参加！ #は確認中  

＊太字の活動は次頁以降でハイライトをご紹介しております （今回はこの他、4 月開始の活動も）。  



② Pick up! 活動のハイライトを幾つかご紹介  （目次へ戻る） 
 

☆グローカル・ボランティア・フェスタ 

～カラフルでヘルシーな世界に飛び出そう～  

  
 

5/21（土）午後、グローカル・ボランティ

ア・フェスタ ～カラフルでヘルシーな世界に

飛び出そう☆～ を横浜の NICE 全国事務局（通

称「NICE ハウス」）で開催しました。  

 

2022 年に入って、世界的にコロナワクチン

の接種も進み、ワークキャンプも世界各地で開

催されるようになりました。またワクチンを 3

回接種していれば日本帰国後の隔離もなくなり

ました。そして国内でも外ではマスク装着の緩

和や世間でも対面での活動が徐々に増えてきた

ことにより、海外ボランティアや国内ボランテ

ィアの PR を目的に開催しました。  

 

 参加者の総数は 36 名。NICE ハウスのリビ

ングは『満員御礼』の中、1 月～4 月にかけて

国内外のワークキャンプに参加してきた経験者

6 名の発表となりました。  

  

発表は、海外がエストニア、カンボジア。国

内が高知県大川、奈良県御所、愛媛県伊方、青

森県白神。  

 

参加者は既にプログラムを申し込んだ人、参

加を検討している人などが集まり、後半は小グ

ループに分かれ、それぞれの経験談を詳しく聞

いていました。  

 

特に、ここ 2 年間は海外派遣がほとんどでき

ていなかったので、久しぶりに海外ボランティ

アの経験談を聞ける場となりました。コロナ禍

での海外ボランティアへの不安は多いかもしれ

ないですが、実際に参加した経験者の話を聞い

て、海外渡航の不安が少しでもなくなれば幸い

です。  

 

今年の夏はたくさんの人たちが国内外のプロ

グラムに参加し、国際色豊かなメンバー達と共

同生活をし、世界中の地域住民と交流できるこ

とを願っています。  

(NICE 事務局長  井口より) 

 

 

国士舘大学の学生やこれからワークキャンプ

に参加する方々に NICE のワークキャンプの楽

しさや意義について語ることができて良かった

です。  

 

またコロナもだいぶ落ち着き、海外ワークキ

ャンプの情報を共有する機会もありこれからの

ワークキャンプへの期待というのも感じること

ができました。  

（参加者の伴場海璃さんより）  

 

 



 

 

☆ フランス・GoTEEN キャンプリーダー研修より（5/16～5/22）  

 

 

リーダースキルについて参加者同士でディス

カッションをしたり、ケーススタディを行い、

トラブルが起きた際の具体的な解決策を検討し

たりしました。参加者はワークキャンプのリー

ダー経験者がほとんどで、それぞれがリーダー

シップを発揮して、参加者全員で作り上げてい

るような研修でした。  

参加者の数名と夏のワークキャンプを行うの

で、それまでには英語を話せるようにしようと

思い、モチベーションアップにつながり大変意

義のある研修でした。  

（参加者の山本あかりさんより、抜粋）  

 

山本あかりさんは夜の交流会で、あの日本伝

統の武道を披露！もっと詳しい報告を見たい方

はこちら。または上の QR コードまで！  

 

 

 

☆ ぼらいやー25 期生、平安  晃人さんより（5/9～）  

   

 

 

ぼらいやー25 期生の平安 晃人さんは福井県

勝山市で活動中です！活動内容は畑開墾、畑の

開墾は初挑戦で最初は苦戦しましたが、途中か

らは要領を掴み楽しみながら行うことができま

した！  

また 10km に及ぶ林道の側溝整備を行ってい

ます。暑さ等から心が折れそうになることもあ

りますが、整備されていっている様子を見てや

る気を取り戻しています！  

（平安晃人さんのブログより抜粋）  

 

平安晃人さんは初めてあの動物の肉を使った

料理に挑戦しました。もっと詳しい報告を見た

い方はこちら。または上の QR コードまで！  

この夏の高校生ワークキャンプに向けたフランスでのキャンプリーダー研修、また現在活動中の

ぼらいやー25 期生の様子をお届けします☆  

GOTEEN とは？  

フランスの提携 NGO・SJ が主導し、NICE

も中核を担っている「Go Teen」。近年世界

でも日本でも注目され、参加者もコロナ前ま

では増え続けていた、高校生（Teen）ワー

クキャンプの改善や推進に取り組む事業で

す。  

ぼらいやー（国際ボランティア 1 年間プロ

グラム）は、世界・日本各地で希望に応じて

旅、語学学校、インターン等も組み合わせな

がら、国際ボランティア活動をたっぷり味わ

える、大人気のプログラムです。  

 

https://note.com/nice_west/n/n59fe8333263b
https://note.com/nice_west/n/n39630569056c


 

 

 

☆ 国内ワークキャンプ・山形県最上町より（4/29～5/3）  

   

 

 

行なった活動は育苗、ホーリーバジルの種取

り、畑の片付けと養鶏です。農家さんの仕事を

手助けすることができました。多国籍で幅広い

メンバーとの交流で、農家さんは刺激を得てい

たようでした。  

最上での暮らしはのんびりとしており、都会

の喧騒から距離をおいてリラックスした時間を

過ごすことができました。食の重要性、自然の

豊かさ、ご縁の大切さを再認識し、今の暮らし

を見つめなおすことができました。  

（リーダーの北川周歩さんより、抜粋）  

 

今回、多国籍でカラフルなメンバーでの活動

になりました☆もっと詳しい報告はこちら。ま

たは上の QR コードまで！  

 

☆ 国内ワークキャンプ・福島県いわき市より（5/1～5/4）  

      

 

 

今回が初開催の田人町でのワークキャンプで

のワークはぶどう農家のお手伝いと、耕作放棄

地の開拓作業を主に行いました。  

ぶどう農家のお手伝いでは、ぶどうが栽培す

るのにとても繊細な果物であることを学びまし

た。受け入れ先の下條さんご夫妻をはじめ、田

人の地元の方々・今回時間を共にしたメンバー

たちとの出会いを大切にして、今後も田人のお

手伝いをしていけたらと思います。  

（メンバーの小池樹さんより、抜粋）  

 

小池樹さんからのもっと詳しい報告はこち

ら。または上の QR コードまで！

国内でも沢山の活動を続けております。今回はそのうち、GW に開催された 2 つの現場から！  

最上の荘園と 2021 年から初共催。農作業

体験を通して農村の理解を深め、人口減とい

う課題を乗り越えるべく、ボランティアの受

け入れを実施。受入団体代表は過疎化が進む

この地域を何とかしようと精力的に動きまわ

る。中長期ボランティアも募集中。  

田人里山再生委員会と共催。地域おこし協

力隊として着任した元 NICE 職員の小野(現

姓：下條)の夫が田人町に魅了され、里山自

然や里山文化を次の世代にも受け継いでいく

ため、田人里山再生委員会を発足。町をワー

クキャンプムーブメントで盛り上げていく！  

https://note.com/nice_west/n/nb7101a9b2569
https://note.com/nice_west/n/n4ecc7c227396
https://note.com/nice_west/n/n4ecc7c227396
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③ 参加者募集中☆ 6 月の活動予定一覧表  （目次へ戻る） 
 

開始  終了  開催地  主なワーク  種類  

06/04 06/08 山形県最上町  キクラゲ栽培、野菜収穫、草取り手伝い  国超  

06/04 06/05 広島県呉市  豪雨災害を受けた限界集落に活力を！  国超  

06/11 06/12 石川県加賀市  住民 1 名の伝統建築保全地区で農作業！  国超  

06/11 - 福井県勝山市  福井県の限界集落で環境整備！  国超  

06/11 06/12 神奈川県横浜市  無農薬自然栽培の果物狩り・加工・開墾  国超  

06/12 07/21 鹿児島県和泊町  離島で人手不足の農家で花や芋の手入れ  国長  

06/17 06/27 青森県鰺ヶ沢町  世界遺産や帆立を守る、植樹祭手伝い  国短  

06/18 06/19 大阪府富田林市  大阪の里山”奥の谷”で保全ワーク！  国超  

06/19 - 東京都東久留米市  子どもと梅雨を吹き飛ばす勢いで遊ぶ！  国超  

06/21 08/18 タイ Koh Sukorn 離島で有機農業や子ども活動  海長  

06/25 06/26 奈良県御所市  美しい棚田風景で Enjoy Farming！  国超  

06/25 06/26 広島県呉市  豪雨災害を受けた限界集落に活力を！  国超  

06/25 06/26 三重県熊野市  第 15 回熊野週末ワークキャンプ  国超  

06/27 07/10 モンゴル Buhug 地元の農業発展のため、エコ農業を実践  海短  

06/29 07/13 フランス Auvergne エコな庭に変えるため中世の庭園を修復  海短  

06/29 07/10 真木・立屋 1 生活共同体で、有機農業や荷揚げ  国短  
 

＊ワークの色は主な分野（複数の場合も多いが、一つに限定）： 環境  農業  開発  文化・平和  教育  福祉  

＊種類：国長＝国内中長期（30 日間～1 年間）、国短＝国内短期（7～29 日間）、国超＝国内超短期・週末（1 

～6 日間）、海長＝海外中長期、海短＝海外短期、イベ＝イベント。  

 

 

【事務局日記 ～6 月は果物がいっぱいです！～】 （目次へ戻る）  
 

この時期 NICE ハウスのお庭には、無農薬自然栽培の果物（夏ミカン、梅、びわなど）や野草

（フキ、紫蘇など）がたくさん実っています。そして今年から新たに、開澤家の苺が仲間入りしま

した！6/11-12 には週末ワークキャンプを開催し、収穫＆加工を行います。できあがった果実酒や

ジュースを味わいに、皆さまもぜひ遊びに来てください！（NICE 職員  梶田）  

 

   

（昨年 6 月の週末ワークキャンプより）  

 

皆さまのお陰で先月も順調に活動を続け、各地で様々な成果を生み出すことができました☆  

今月も一層力を込めて実行して参りますので、引き続き、ご参加・ご協力をお願い致します！  

 

 

 

https://www.nice1.gr.jp/
mailto:donation@nice1.gr.jp

