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今私たちにできることを考えてみませんか？

兵庫県神崎郡市川町の棚田を見に行ってみませんか？

美しい里山・農村を
未来につなぐために

イベントの詳細と、お申し込み・
お問い合わせ等については
中面・裏表紙をご覧ください

■主　　催： NPO法人棚田LOVER’s、市川町有機農業研究会、市川ＥＣＯ農園クラブ、米粉LOVER’s　　　
■協　　力： 公益社団法人こども環境フォーラム、、市川町観光協会、株式会社環境保全センター、株式会社姫路環境開発、大和肥料株式会社、NPO法人英田上山棚田団、棚田米穀、
 棚田むすびの会、アルトス・ヴィレッジ、家庭焙煎珈琲Luanova、club can do、有限会社高橋牧場にゅうにゅう工房、夢を育む地域いきいき会、市川を美しくしよう会、
 100w-life.com、KIZARA PROJECT、愛林館、NPO法人明日香の未来を創る会、風雅舎、牛尾農場、中野ふぁーむ、白井ファーム、
 のりふと農園、めぐみ市場、合鴨家族松崎農園、中嶋農場、キタイ設計株式会社、（株）プラスリジョン、ファーマーズファクトリーチヨちゃんの野菜、
 ㈱塚本畳襖店、有限会社文化農場、遊農園、みのる産業株式会社、ＮＰＯ法人 ひょうご森の倶楽部、かんざきピノキオ館 
■後　　援： 上牛尾区自治会、市川町

お申し込み・お問い合わせは・・・
参加希望の方は、下記様式に沿ってメール・FAXまたはお電話にてお申し込みください。 お申し込みは随時受け付けています。

ふりがな

お名前
年齢

歳
ふりがな 〒 ー

ご住所

電話番号

集合場所

参加希望プログラム

大交流会
参加

E-mail

お申し込みはお早めに！

＜イベント企画＞ NPO法人棚田LOVER’s
Tel.090-2359-1831／Fax.0790-28-0030／E-mail：tanada_forum@yahoo.co.jp
＜旅行企画・実施＞ 有限会社神崎交通 総合旅行業務取扱管理者  玉田 則昭　〒679-2212 兵庫県神崎郡福崎町福田93-7 旅行業２種（国内・海外旅行）
添乗員は同行いたしません。（イベント企画者がご案内いたします。）

Fax番号

 □ 参加する  □ 参加しない

 □大阪 □三ノ宮 □姫路 □現地

 □

※お一人ずつ
　お申し込みください。

（担当：永菅）
ながすが

ご希望の集合場所に○を付けて下さい。（お申し込み後集合場所の地図をお送りいたします） 昼食とお茶（必要な場合□の中に○を記載して下さい）

プログラム 1
に参加  □ 特別プログラム

にも参加  □ プログラム 2
から参加  □ プログラム 2

にも参加
第1・第2希望のそれぞれ「1」と「２」の数字を□の中に記載して下さい

□Aコース　□Bコース　□Cコース

 ⇒ http://tanadalove.comイベントの詳細は、棚田LOVER’sのホームページでもご確認いただけます。

神戸

兵庫県

京都府

大阪府

和歌山県

鳥取県
市川町

開催場所

会場 ： 笠形会館
〒679-2301  兵庫県神崎郡市川町上牛尾94-1

日本郵便株式会社より年賀寄附金配分
を受け実施しています。

一般社団法人アクト・ビヨンド・トラスト
の助成を受けています

この事業はトヨタ自動車株式会社のトヨタ環境活動助成プログラムの
助成を受けて実施しています。

2014

3/1土
10:00～17：30

大阪・三ノ宮・姫路から
バスも出ます

大交流会 18:00～19：30

プログラム
Program 1
10:00~12:30

プログラム
Program 2
13:00~17:30
（受付12：30~）

棚田の見学と農村で体験！
かしわめし作り、棚田での春の七草探し、野菜の収穫と
米粉料理体験、の３つのコースから好きな体験が選べます.

フォーラム
▶基調講演

『美しい棚田を未来につなぐために
  今私たちにできること
  ～ネオニコフリー※、脱原発、有機農業の促進を目指して～』

▶発表 1. 市川町、かしわめし、運命の木※の紹介  柳瀬一平さん
 　  ※棚田の上の笠形山の木が姫路城の柱になっています

 2. 『棚田の貴重な植物を知ろう！』  松本修二さん
 3. NPO法人棚田LOVER’ｓの活動 永菅裕一さん

▶その後 参加者全体で意見交換会・大交流会

開　催　日

過去のフォーラムの参加者の感想

・ とても空気が良く感じた。いやされました。
・ 棚田のお米を買いたくなりました。
・ 色々な方の思いを知る事で思い方、考え方、視野が広がる。
・ 日本の今後を考える大きな機会になった。
・ いつも農を感じて生きるほどよい暮らしを
　自分なりに追求していこうと思っています。

フォーラムのアンケート回答者36名中非常に満足した方50％、
まあ満足した方30.6％となっています。

会場地図

大阪・三ノ宮・姫路からバスをご利用の方には、お申し込み後、
バス乗り場の地図をご案内いたします。
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福崎IC 中国自動車道

至 大阪

至 加西市

至 西脇市

至 大阪

至 関山

至 関山

至 JR姫路駅
山陽自動車道

落合

♨

播但道「市川南ランプ」より東へ2km直進
県道34号を北へ7km（約15分）

笠形会館

（ ） 

お申し込み締切り バスでの参加者：2月11日（火）　現地集合・交流会参加者：2月22日（土）（交流会参加なしで現地集合の場合はプログラム２のみ当日参加も可能）

親子でも、
大人だけでも
お気軽に
ご参加下さい☆

※プログラム１だけの参加もできます。

※締切日を過ぎてのお申し込みはお問い合わせください。

※裏表紙に詳細な地図があります

【先着順】□ かしわめし（300円）　□ お茶（150円）

棚田応援団創出イベント

※棚田とは山の斜面や谷間の傾斜地に階段状に造られた水田です。

田中優さん

※ネオニコフリー：ネオニコチ
ノイド系農薬（有害性が問題
視される有機リン系農薬に
替わり、1990年代に日本で
も登場し、近年多用されてい
る農薬、殺虫剤。）、有機リン
系農薬を使わないこと

■田中優さん プロフィール
1957年東京都生まれ。地域での脱原発やリサイクルの運動を出発点に、環境、経済、平
和などの、さまざま なNGO活動に関わる。 2012年末に岡山に移住、自宅と電力会社との
電線をカットし、電力会社に頼らない太陽光パネルと独立電源システムだけの生活を始
めた。 現在「未来バンク事業組合」「天然住宅バンク」理事長、「日本国際ボランティアセ
ンター」理事、「ap bank」監事、「一般社団法人 天然住宅」共同代表を務める。立教大学
大学院、横浜市立大学の 非常勤講師。
○公式ＨＰ 田中優の持続する志⇒http://www.tanakayu.com/

地域の方
々の

出展や出
演、

農産物（農
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し）・

特産品な
どの

販売もして
います！

12時30分
～

❖ NPO法人棚田LOVER’の活動 ❖

美しい棚田を未来の子どもたちに残したい！」という思い
で、2007年5月から兵庫県神崎郡市川町で農薬・化学肥料
を使わない米作り・棚田の整備などの活動をしています。美
味しく、安心・安全な食べ物を人々に届けています。

■現在会員募集中（年間費3,000円）です。 イベントも割引と
　なり、棚田保全や食、農の情報をお送りします。
　⇒クラウドファンディングサイト「エメラルド」で寄付を募集しています。
　http://emrld.jp/challenge/detail?challenge_id=107 
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事例紹介1

意見交換会   参加者全体で今私たちにできることを考え、想いをまとめます。

今までしてきたことを振り返り、今私たちにできることを考えよう！今までしてきたことを振り返り、今私たちにできることを考えよう！話題提供者からの
メッセージ

松本修二さん  播磨ウェットランドリサーチ

柳瀬一平さんたちに市川町やかしわめし、運命の木のDVDを紹介いただきます。

基調講演

田中 優さん

今までしてきたこと
兵庫県南部地域は身近な環境にため池がたくさんありま
す。ため池は農業用水を貯める働きだけではなく、色々な
生きものが棲む大切な環境です。ため池を中心に田んぼ、
水路、畦畔などの生きもの、特に植物を調査しています。調
査結果に基づき、圃場整備やため池・水路改修工事に際し
ての生きものに配慮した工法の提案、アドバイスを行い、
徐々に保全に向かった成果が表れていると思います。

　里地里山の環境を多くの人々に接してもらい、多様な生
きものが棲む環境であることを知ってもらうことです。そこ
に生育生息する動植物の状況から安全安心な農作物が生
産されていることもわかるのです。国や県が指定する絶滅
危惧種の多くは身近な環境に生育生息する種類で、営農に
より保全されているのです。多種多様な動植物を次世代ま
で守っていくためには、今、ため池や田んぼ、水路に関心を
寄せ、営農の重要性を感じてもらうよう活動することです。

事例紹介2
永菅裕一さん  NPO法人棚田 LOVER’ｓ 

今までしてきたこと
2007年に設立し、先進地見学会、田植え・草刈り・稲刈りなど棚田
保全活動を行い、会員153名、応援団111名に支えていただいてい
ます。 農楽カフェ（意見交換交流会）、有機農業講座、料理体験、貸
し農園など幅広い分野から棚田や農や食、環境の重要性を普及啓
発しています。その成果として、2012年に兵庫県知事賞（人間サイ
ズのまちづくり賞）をはじめ、6つの賞をいただいています。

今、できること

今、できること

これからはいかに想いのある担い手と消
費者を増やしていくかだと思います。 今
回のフォーラムを通じてみなさんで何が
できるかを考え、農産物の購入や体験へ
の参加、田舎への移住などなど具体的な
実践につなげていきたいです。

※子ども（小学生以下）は参加費半額、さ
らにその費用から250円引き。そして、お
一人お誘いいただくごとに200円引き

※昼食はご持参いただくか事前にかし
わめし（別途300円）、お茶（別途150
円）をお申込み下さい。（先着順）

※その他の必要な持ち物はお申込者
にご連絡させていただきます。

※終了後の大交流会参加希望者（お
茶・お菓子代）別途500円必要

⇒3つのコースから選べます

プログラム
Program 1 農村で体験！

プログラム
Program 2フォーラム

地域の人と市川町名物
かしわめしを作ろう

自然いっぱい 
の棚田の中を
散策しよう！

コースA 講師： 福田 美知子さん、市川町観光協会の地域のみなさん　
【 参加定員 】 先着20名
作ったかしわめしはお召し上がりいただくので
別途300円必要となります。

みんなで収穫した野菜と
米粉で料理しよう

とれたての野菜
と米粉料理が
学べて満足！

コースC 講師： 中崎 義己さん　米粉 LOVER’s

講師： 秋山利光さん　かんざきピノキオ館館長

【 参加定員 】 先着 15名
写真の米粉のピッツェル（米粉を焼いたプレート）の上に
野菜をのせていただきます。

棚田を散策して
春の七草・植物を探そう
講師： 松本修二さん　播磨ウェットランドリサーチ

【 参加定員 】 先着 30名
春の七種を食べます。

コースB

特　別
プログラム
14:00～15:00頃

上記のプログラム１のご希望の体験にご参加いただき、
プログラム2を途中で抜け、竹とんぼを作ります。（15時頃終了予定）

※バスの方は帰りに温泉に行きますので、希望者の方は入っていただくことができます。（16時過ぎ温泉出発予定）
※特別プログラムのみの方は無料で参加できます（かんざきピノキオ館協賛）。先着順ですのでお申込みの上ご参加ください。

【 定員 】 先着 30名

遠方からや子ど
も連れの参加者
にぴったり☆

Forum Information

大阪 7：30出発 3,500円
三宮 7：30出発 3,000円
姫路 9：00出発 2,000円
現地 9：30集合 1,500円

100名
プログラム1は先着65名、
特別プログラムは先着30名ですので
お早めにお申込み下さい。

※大阪・三ノ宮・姫路からはバスが出ます　

2/22

プログラム1に参加 プログラム2から参加

大阪 9：00出発 3,000円
三宮 10：00出発 2,500円
姫路 11：30出発 1,500円
現地 12：30集合 1,000円

2014

3/1土

土

2/11 火

10:00～17：30
大交流会 18:00～19：30

開催日

参加費

お申込み
締切り

定　員

現地以外
バス代込

お申込者に販売ブースで使えるチケット300円分（子ども100円分）プレゼント！

2月8日（土）までにお申しみの方には間伐材のお皿プレゼント☆

子ども（小学生以下）
は割引があります

続けて特別プログラムにも参加
される方も同じ値段です（ ）

）（

※締め切り日を過ぎてのお申し込みは裏面のお問い合わせ
先までご連絡下さい。バスでの参加者

現地集合・
交流会参加者
交流会参加なしで現地集合の場合は
プログラム２のみ当日参加も可能

かしわめし

ハハコグサ

米粉のピッツェル

B～Cコースは軽食程度なので、昼食をご持参されるかかしわめし別途300円のお申し込みをお願いします。

※かしわめし：鶏のひねどりを入れた混ぜご飯

10:00~12:30

地域の人々の話
と昔ながらの味
を味わおう！

『美しい棚田を未来につなぐために今私たちにできること
  ～ネオニコフリー※、脱原発、有機農業の促進を目指して～』

『棚田の貴重な植物を知ろう！』

１. 心のふる里  美しい棚田  未来につなごう「文化遺産」

２. いのちが生まれ、つながっていく棚田

３. 有機栽培を通じて、農と人、都市と田舎を
 安全.安心の食で繋ぎたい

４. 自然の中で過ごす楽しさを伝えよう

５. 棚田を繋いできた昔人に学び、感謝

棚田保全５か条

農

森

食

生物

つながる広がる棚田の想い
～ちょっと行ってみよう、思い出作ろう～

森に人、物、金を入れ、森を元気にして
2000年続くいのちの棚田を作ろう！

地域 里山と棚田がつむぐ
人と心の地域づくり

いのちでつながる親子体験

棚田のおいしさ、掌
たなごころ

2013年3月1日のフォーラムでは下記の棚田
保全5か条と

5つのグループに分かれて５つメッセージを
作成しました。

（みんなで守ろう いのちの棚田のメッセージ
は2012年のフォーラムで作成しました。）

今最大の問題は、巨大企業の支配がすべての分野で進み、人々の努力がピラミッドの下に押しつぶされ
ようとしていることです。農業も同様です。特定の農薬・殺虫剤にだけ耐性のある遺伝子組換え作物、そ
して低農薬を標榜する持続性の高いネオニコチノイド農薬など。特にネオニコチノイドは世界中のミツ
バチ失踪原因と目されています。 一方で有機で農薬を使わない方法も確立されてきました。新たな自給
か、それとも隷属か、それが私たちの目の前にある岐路だと思います。

13:00~17:30

13:00~13:35

休憩13:45~14:00

休憩15:40~16:00
大交流会18:00~19:30

16:00~17:35

14:00~15:30

15:30~15:40

13:35~13:45

NPO法人棚田LOVER’ｓの活動


