
＊＊＊開催のご案内＊＊＊

岐⾩県下呂市
企画調整コース

栃木県塩谷町

6/21(6/21(6/21(6/21(金金金金))))～～～～22(22(22(22(土土土土))))

10/18(10/18(10/18(10/18(金金金金))))～～～～19(19(19(19(土土土土))))

参加募集期間 5/7〜6/12

2011年 「地域資源を活用しよう」プロジェクト
2012年 「環境教育で地域づくり」プロジェクト
2013年

地域でがんばっている人に光をあてよう
プロジェクト

「田んぼの学校」
指導者養成研修

栃木県塩谷町
現場指導者コース

10/18(10/18(10/18(10/18(金金金金))))～～～～19(19(19(19(土土土土))))

農村環境を活用した自然体験や環境教育に関心がある方、地域のリーダー・
指導者を目指している方、又はその役目にある方におすすめの研修です。
（今年度２回開催）

• 「田んぼの学校」で地域を盛り上げていきたい方
• 自治会や⼦供会、農地・⽔保全管理⽀払交付⾦組織の役員の方
• 改良区、県⼟連、⾏政関係の企画担当の方 など

• 環境教育プログラムの実施を担当される方
• ⼦供たちの「先生役」となる方、または依頼された方
• グリーン・ツーリズムなどの受け入れを依頼された方

研修コース

企画調整コース（岐⾩県下呂市）

現場指導者コース（栃木県塩谷町）

環境教育・田んぼの学校の企画・運営・実施に携わろうとする方は、両コースにご参加
いただけると、開催・実践のための一連のノウハウが得られます。

参加募集期間 8/20〜10/9

※次⾴以降の詳細をご覧になりご応募ください。

※募集期間 8/20〜10/9
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一般社団法人 地域環境資源センター（旧・農村環境整備センター） 

平成 25 年度「田んぼの学校」指導者養成研修 in 岐阜 

（岐阜県下呂市）参加者募集のご案内 

 

 

 

この研修では、農村地域の自然や農業環境などの地域の資源を活

用した「田んぼの学校」などに関わる地域リーダー・指導者に必要

な知識や技術について学ぶことができます。 

今回の研修では、岐阜県下呂市の野尻花の里済美隊の取り組みを

参考としながら、地域で色々な取り組みを頑張っている人に光をあ

て、お互いに連携をとりあっていくためのヒントを学びます。 

 

 

 

  

 

～ 農業農村整備分野等との連携 ～ 

●農業農村工学会技術者継続教育機構 

本研修は、農業農村工学会技術者継続教育機構の認定プログラムに申請中です。本研

修のＣＰＤは、 ポイントとなる見込みです。 

●「農地・水保全管理支払交付金」 

  活動の一環として、毎年多くの活動団体の方にご参加いただいております。 

◇フィールド紹介：野尻花の里済美隊 

岐阜県下呂市の竹原地区野尻にて農地・水保全活動を行う団体。 

休耕田を利活用して市民農園を開設し、地域住民との交流を図るとともに、環境教育の一

環として、子どもたちを対象に生きもの観察会などを開催している。 

伝統行事の継承や花の里づくり等農村振興を図る取り組みに優れ、平成２４年度田園自然

再生活動コンクールにて農林水産省農村振興局長賞を受賞。 

平成 25 年 6 月 21 日（金）～22 日（土） 

岐阜県下呂市野尻地区で開催します！ 

写真：下呂市野尻地区での野尻花の里済美隊の活動の様子（写真提供；野尻花の里済美隊） 
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１．目 的： 

 農業・農村を遊びと学びの場として活用する「田んぼの学校」を実施する際の基礎

的な知識や技術の学びや、実際に活動をしている先進地の事例などを通じて、地域が

一体となった取り組みを企画、調整する人材を養成することをねらいとしています。 

 

２．主催：一般社団法人 地域環境資源センター   

後援：（申請中）岐阜県、下呂市 

 

３．開催日：平成 2５年６月２１日（金） １２時４５分 集合（1３時１５分開始） 

             ２２日（土） １５時３０分 終了〈１泊２日〉 

 

 

 

 

４．会 場：集合場所／研修場所・・・野尻公民館（岐阜県下呂市野尻 1084-3） 

宿泊・・・米野旅館（下呂市乗政 2791） 

 

 ※JR 下呂駅より車で 15 分程度 

 

５．対象者： 

 農村地域での体験活動の指導等を通して、地域の活性化や資源保全にかかわってい

こうとされている方。 

※ 特に、農業・農村を遊びと学びの場として活用する環境教育「田んぼの学校」や

「農地・水保全管理支払交付金」「食と地域の交流促進対策交付金」等にかかわる

方々にぜひご参加いただきたいと考えています。 

※公共交通機関でお越しの方は「JR 下呂駅」から送迎バスをご利用ください。(別途事前案内

をお送りします。) 帰りも実施研修場所から JR 下呂駅まで送迎バスでお送りします。 

野尻公民館野尻公民館野尻公民館野尻公民館    

((((下呂市野尻下呂市野尻下呂市野尻下呂市野尻 1084108410841084----3)3)3)3)    

国道 257 号線 

JR 下呂駅 
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６．定 員：２５名（最小催行人員１５名） 

 

７．参加費： （１）参加負担金：５，３００円（保険料含む）（銀行振り込み） 

また、参加負担金とは別に、以下の通りの宿泊・食事代など、 

計 10,000 円程度が必要となる予定です（現在調整中です）。 

（２） 宿 泊 費：５，０００円（1 泊、２日目朝食）（当日支払） 

＊ お部屋は相部屋（5～6 人）となります。ご承ください。 

（３） 食  事：1 日目夕食＋情報交換会 4,500 円程度（当日支払） 

（４）     ：２日目昼食 ５００円（当日支払） 

＊ 受講料の納入は指定の銀行口座への振込のみとさせていただきます。予

めご了承ください。 

＊ 食事、交流会費については調整中です。 

＊ また、宿泊費、食事代は各自精算していただきます。宿泊施設より内訳

を示した領収書が発行されます。 

 

８．申込み・問合せ： 

所定の申込用紙に必要事項を記入いただき、ＦＡＸまたはメールにて以下の宛

先にお送りください。６６６６月月月月１２１２１２１２日日日日（（（（水水水水））））１８１８１８１８：：：：００００００００を締切りといたします。 

 

 

 

 

申込用紙は、田んぼの学校のホームページからもダウンロードできます。 

お問い合わせは、一般社団法人地域環境資源センター 農村環境部 環境計画班

（担当：山崎・藤田）までお願いいたします。 

住所住所住所住所    〒〒〒〒105105105105----0004000400040004    東京都港区新橋東京都港区新橋東京都港区新橋東京都港区新橋 5555----34343434----4444 農業土木会館農業土木会館農業土木会館農業土木会館    

TELTELTELTEL    03030303----5425542554255425----2461246124612461    

ＨＰＨＰＨＰＨＰ（（（（田田田田んぼのんぼのんぼのんぼの学校学校学校学校））））：：：：http://www.tanbonogakko.net/index.phphttp://www.tanbonogakko.net/index.phphttp://www.tanbonogakko.net/index.phphttp://www.tanbonogakko.net/index.php    

 

９．申込の受理および受講決定： 

    お申し込みは、先着順に受理します。 

    最少催行人数に達せず中止となる場合は、６月１４日（金）までにご連絡させ

ていただきます。 

 

講師講師講師講師のののの紹介紹介紹介紹介    

◇◇◇◇井東敬子井東敬子井東敬子井東敬子（（（（リードクライムリードクライムリードクライムリードクライム株式会社株式会社株式会社株式会社    取締役取締役取締役取締役））））    

････････････自然体験型環境教育自然体験型環境教育自然体験型環境教育自然体験型環境教育のののの専門家専門家専門家専門家としてとしてとしてとして、、、、インタープリターインタープリターインタープリターインタープリター養成養成養成養成、、、、国設国設国設国設のののの自然学校第自然学校第自然学校第自然学校第 1111 号号号号「「「「環境省環境省環境省環境省    

田貫湖田貫湖田貫湖田貫湖ふれあいふれあいふれあいふれあい自然塾自然塾自然塾自然塾」」」」のののの立立立立ちちちち上上上上げげげげ等等等等をををを行行行行うううう。。。。    

◇◇◇◇北澤大佑北澤大佑北澤大佑北澤大佑（（（（一般社団法人一般社団法人一般社団法人一般社団法人    地域環境資源地域環境資源地域環境資源地域環境資源センターセンターセンターセンター    主任研究員主任研究員主任研究員主任研究員））））    

････････････農村環境農村環境農村環境農村環境、、、、地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉、、、、都市農村交流都市農村交流都市農村交流都市農村交流などのなどのなどのなどの視点視点視点視点からからからから、、、、地域振興地域振興地域振興地域振興・・・・地域地域地域地域づくりをづくりをづくりをづくりを研究研究研究研究しているしているしているしている。。。。    

日本中日本中日本中日本中をををを巡巡巡巡りりりり数々数々数々数々のののの事例事例事例事例をををを蓄積蓄積蓄積蓄積。。。。    

一般一般一般一般社団法人社団法人社団法人社団法人    地域環境資源地域環境資源地域環境資源地域環境資源センターセンターセンターセンター    農村環境部農村環境部農村環境部農村環境部    環境計画班環境計画班環境計画班環境計画班    宛宛宛宛    

【【【【FAXFAXFAXFAX 宛先宛先宛先宛先】】】】    ０３０３０３０３－－－－５４２５５４２５５４２５５４２５－－－－２４６６２４６６２４６６２４６６    

【【【【メールメールメールメール宛先宛先宛先宛先】】】】    tanbogk@jartanbogk@jartanbogk@jartanbogk@jarus.or.jpus.or.jpus.or.jpus.or.jp    
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カリキュラムカリキュラムカリキュラムカリキュラム    

＊ これまで、自然体験活動等の指導経験がない、あるいは、少ない方を対象としたカリキュラ

ムとしています。研修運営もこのような点から十分に配慮いたしますので、自然体験活動や、

体験型の研修に不慣れな方も安心してご参加ください。 

＊ 屋外での実習もありますので、動きやすい服装でご参加ください。また、雨天でも基本的に

屋外には出ますので、雨具（セパレート型のレインウエア等）もご準備ください。 

 

【１日目：６月２１日（金）】 

時間 所要 講義・実習 概 要 

12:45～  集合、受付 

13:15～13:45 30 分 開会（挨拶、趣旨説明、スタッフ紹介等）、オリエンテーション 

13:45～14:35 50 分 

心と体の準備運動 

～アイスブレイク～ 

・ 緊張を解きほぐす 

・ 参加者同士の相互理解 

14:35～15:15 40 分 

「野尻花の里済美隊」のフィールド

を見に行こう 

・ 活動フィールドの視察 

15:15～15:55 40 分 

頑張っている人に光をあてよう１ 

～「野尻花の里済美隊」の取組～ 

・ 「野尻花の里済美隊」の取組紹介 

・ 地域や住民の主体性を育むヒント 

16:00～17:00 60 分 

頑張っている人に光をあてよう２ 

～“広報”について考えてみよう～ 

・ 広報誌を使った情報発信と情報共

有の重要性 

・ 効果的な広報誌の作り方、使い方

のヒント 

18:00～20:00  夕食／情報交換会 

 

【２日目：６月２２日（土）】 

時間 所要 講義・実習 概 要 

8:30～9:30 60 分 

安全管理（リスクマネジメント）を学

ぼう 

・ 安全管理の考え方 

・ 生き物調査での安全管理 

・ 直営施工での安全管理 

9:40～12:00 140分 

地域の大切な“資源”を見つけよう 

～様々な人の視点を活かした資源

の発見～ 

・ 地域資源発見プログラムの実習（グ

ループワーク） 

・ 地域資源を見つけるためのヒント 

12:00～13:00  昼 食 

13:00～14:30 90 分 プログラムの作り方を学ぼう 

・ プログラム構成の基礎 

・ プログラムの企画・運営 

14:30～15:00 30 分 まとめとふりかえり  

15:00  終了・解散 

＊ 各講義、実習の間で適宜休憩をとります。 

＊ 効果的な研修となるようカリキュラムを変更することがあります。予めご了承ください。 




