
 

  

参加資格  
(１) 心身ともに健康な 18 歳から概ね 40 歳の人 

(２) 全期間参加できる人 

(３) 活動に熱意をもって取り組める人 

 

主 催 特定非営利活動法人 地球緑化センター 

〒104-0028 東京都中央区八重洲 2-7-4 清水ビル 3 階 TEL：03-3241-6450  HP : www.n-gec.org 

若葉のふるさと協力隊 

参加費   

18,000 円 ／３泊 4 日（①と②） 

20,000 円 ／４泊５日（③～⑫） 

※滞在費（宿泊費・食費）を含む。但し、交流会費として別途

2,000 円程度を現地でお支払いいただく場合があります。 

※開催地までの交通費は自己負担（現地集合・解散） 

※地球緑化センターでボランティア保険に加入します。活動

中の事故やケガは、保険の範囲内で補償します。範囲外につ

いては自己責任となりますのでご了承ください。 

開催地   

岩手県一関市／山形県小国町／群馬県高山村／群馬県上野村 

愛知県豊根村／愛知県幸田町／石川県白山市／福井県坂井市 

高知県大川村／宮崎県諸塚村／宮崎県日之影町／沖縄県東村 

2021 年 8 月～11 月開催 

⑤宮崎県諸塚村 ⑨高知県大川村 
⑥沖縄県東村 

②山形県小国町 

⑩石川県白山市 

③群馬県高山村 

⑧岩手県一関市 

⑪群馬県上野村 

⑫福井県坂井市 

④宮崎県日之影町 

①愛知県豊根村 

⑦愛知県幸田町 

 今年は１２地域 
で開催！ 

「若葉のふるさと協力隊」……農作業の手伝いや地域行事への参加

を通じて、農山村の暮らしにふれるボランティアプログラム。 

「地元の方と一緒に汗を流し、農作業を経験したい」「都市にいては

分からない農山村の魅力を感じたい」という方、あなたの思いを農

山村でカタチにしてみませんか。 



 

  

 

 

諸塚の暮らしを体験！～『ただの田舎』じゃないとよ！～ 
 

ちょっと諸塚の暮らしに飛び込んでみませんか？

大きな山々ときれいな川に囲まれて、林業やシイ

タケ栽培・畜産・狩猟・川漁などなど自然と共生す

る暮らしを営む魅力あふれる諸塚の人々。 

一生の出会いがあなたを待っています！ 

緑のふるさと協力隊 河内 彩奈咲 

▼3 泊 4 日：２カ所 

 

 

【締切】7/26(月) 【定員】3 名 

【集合】15:10 JR 飯田線東栄駅 

【解散】11:50 東栄駅  

【主な活動内容】 

農作業手伝い、川魚獲り、アウトド

ア施設運営手伝い、地域の方との交

流、古民家再生 DIY など 

❝愛知のてっぺん❞ 豊根村の「人」と「衣食住」 
 

美しい大自然の中で、田舎暮らしを体験してみま

せんか？普段当たり前に行っている「衣食住」につ

いて、見つめ直すきっかけになるはず。個性豊かな

村民たちとお待ちしています！ 

緑のふるさと協力隊 髙山 紗季 

若葉のふるさと協力隊 開催地一覧 

 

 

【締切】9/2(木) 【定員】3 名 

【集合】14:15 JR 米坂線小国駅 

【解散】13:30 小国駅  

【主な活動内容】 

農作業手伝い、炭焼き、畜産農家の

手伝い、峠の散策、地域の方との交

流、流しそうめんなど 

経験は必ずあなたの糧になる。GO TO 小国。 
 

雄大な山々と個性あふれる人々に恵まれた小国町

であなたの日常を超えた経験をしてみませんか？ 

ぜひ小国町に遊びにきてください。 

 

緑のふるさと協力隊 院去 七穂 

 

 

【締切】7/26(月) 【定員】６名 

【集合】13:00 JR 渋川駅 

【解散】13:00 渋川駅  

【主な活動内容】 

農作業手伝い（高山きゅうり収獲・

枝豆選別など）、郷土料理づくり、

農家さん・協力隊 OB との交流会 

自然に気づき、自分に気づく 5 日間 
 

里山の風景が広がるこの村には素敵な農家さんが

たくさんいます。 

多様な農業、多様な自然を感じながら、夜はゆっく

り話しましょう。 

地域おこし協力隊 西山 大樹 

【締切】9/16(木) 【定員】3 名 

【集合】13:00 JR 日豊線日向市駅 

【解散】14:00 日向市駅  

【主な活動内容】 

農作業手伝い、エコツアー手伝い、

めんぱ作り体験、協力隊 OBOG・移

住者との交流会など 

 

 

【締切】9/17(金) 【定員】3 名 

【集合】14:00 名護バスターミナル 

【解散】13:30 名護バスターミナル  

【主な活動内容】 

農作業手伝い、小学校運動会参加、

三線・サバニ体験、星空観察、移住

者・協力隊 OB との交流会など 

▼4 泊 5 日：10 カ所 

 

 

【締切】8/13(金) 【定員】3 名 

【集合】13:00 宮崎バス・西鉄バス 

「青雲橋」バス停 

【解散】 8:30 「青雲橋」バス停 

【主な活動内容】 

農作業手伝い、歌舞伎体験、ジビエ体験、

農家民泊、郷土料理づくり、地元の方との

交流など 

日之影で田舎を満喫しませんか？ 
 

田舎、農村、山、川、農業．．．etc が好きな方大歓

迎です！日之影には良き”日本の農村”が残されて

います。 

一緒に農村のリアルを体験しましょう！ 

緑のふるさと協力隊 小野満 陽光 

自然の中で「人」と出会う 
 

広大な自然に囲まれた東村。 

透き通る海も満点の星空も魅力的ですが、何より

も「人」がおもしろい！様々な体験を通して個性豊

かな東村の方たちと出会ってみませんか？ 

 

緑のふるさと協力隊 田中 南々帆 

高山村での「地域おこし協力隊」を目指している人、大歓迎です！ 



  

 

 

幸田町の魅力を肌で感じる５日間 
 

工業団地がありながら、果物や野菜なども多く栽

培しています。交通の利便性も良いなど、程よく田

舎な感じです。 

魅力の多いこの町で一緒に活動してみませんか！ 

緑のふるさと協力隊 西條 大地 

若葉のふるさと協力隊 開催地一覧 

【締切】9/19(日) 【定員】２名 

【集合】13:30 JR 東海道線幸田駅 

【解散】13:00 幸田駅 

【主な活動内容】 

農作業手伝い、筆柿選別、養豚を学

ぶ、貯水池・滝・林道の整備、料理

教室、サーキット場体験走行など 

 

 

【締切】9/30(木) 【定員】５名 

【集合】13:00 JR 一ノ関駅 

【解散】15:00 一ノ関駅 

【主な活動内容】 

農作業手伝い、牡蠣養殖場見学、「森

は海の恋人」を学ぶ、星空観察、そ

ば打ち、地域の方との交流など 

自然に身をゆだねて、明日なにして遊ぼうか！ 
 

様々な体験で汗を流して、美味しい郷土料理に舌

鼓。むろねの人の明るさに元気をもらい、室根山や

星空を見ながら今日も一息。あなたのたいせつな

５日間、一緒に楽しみましょう！ 

緑のふるさと協力隊 柳田 さくら 

 

 

【締切】10/1(金) 【定員】６名 

【集合】10:00 高知空港 or 11:00 JR 高知駅 

【解散】12:00 高知駅 or 13:00 高知空港 

【主な活動内容】 

畜産・農作業手伝い、草木染め・竹細工体験、

星空観察、お宅訪問、高齢者サロン、地域の方

との交流 

何か変えたいけどどうすればいいかわからないあなたへ 
 

離島を除いて日本最少人口の大川村。スーパーも

コンビニもない、「あるもの」を生かした豊かなく

らし。壮大な山に囲まれたこの村で、私たちの大好

きなあったか～い村の人たちとゆっくりお話して

いきませんか？ 

緑のふるさと協力隊 秋元 茉樹・長田 香澄 

 

 

広大な山と美しい川に囲まれた暮らし 
 

農山村はどんな生活をしているんだろうって考え

たことありませんか。 

移住者の多い上野村で、自然に囲まれながら自分

なりの答えを見つけてみましょう！ 

緑のふるさと協力隊 横井 祥 

 

 

【締切】11/4(木) 【定員】５名 

【集合】13:00 JR 北陸線丸岡駅 

【解散】15:00 丸岡駅 

【主な活動内容】 

狩猟体験、農作業手伝い、郷土料理

作り、縄ない、木工体験、協力隊 OB

との交流、地域の方との交流 

五感で感じる！竹田の山暮らし。 
 

周囲を山々に囲まれた竹田地区は、自然と共存す

る人々の知恵と工夫がたくさん！ 

いつもの日常とはちょっぴり違う、五感をフルに

刺激する竹田の山暮らしを体験してみませんか？ 

 

緑のふるさと協力隊 吉原 希 

【締切】10/14(木) 【定員】６名 

【集合】13:00 上信電鉄下仁田駅 

【解散】15:00 JR 高崎駅 

【主な活動内容】 

農作業手伝い、村内ツアー、青年団との

意見交換会、協力隊 OBOG との交流会、

木工体験など 

 

 

【締切】10/7(木) 【定員】４名 

【集合】13:00 JR 金沢駅金沢港口 

【解散】13:00 金沢駅 

【主な活動内容】 

キノコ・木の実収獲、郷土料理作り、

ハイキング、白峰の歴史や暮らしを

学ぶ、民泊、地域の方との交流 

自然、人、温泉、食！とことん満喫 白峰暮らし 
 

ちょっと寄り道しませんか？ 

標高 2,702m の山の麓に位置する白峰は、伝統的

な街並みが残る小さな集落です。 

山暮らしの知恵と人の温かさに溢れるこの場所

で、秋を味わう 5 日間を。 

緑のふるさと協力隊 秋葉 ふゆか・茂友 菜奈子 



 

参加申込について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

申込方法  
・申込フォーム送信と参加費の入金をもって参加申込受付で

す。申込フォーム送信だけでは申込完了となりませんのでご

注意ください。 

・先着順のため参加を希望される方はお早めに手続きをお願い

します。 

（1）申込フォームへ必要事項を入力し、送信。 

⇓ 申込フォーム 

 

 

 

 

（2）地球緑化センター事務局からのメールを確認のうえ、メー

ルに記載してある振込期日までに下記口座へ参加費をお

振込みください。やむを得ず期日までにお振込みができな

い場合は事務局までお電話ください。 

  お電話がなく、期日までに参加費の入金がない場合は自動

キャンセルとなりますので、予めご了承ください。 

☆参加費の振込先 

下記どちらかの口座へお振込みください。(手数料は各自負担) 

▶ 郵便振替 00130-2-761479  

特定非営利活動法人 地球緑化センター 

▶ 三井住友銀行 京橋支店（普通）No.8510069 

特定非営利活動法人 地球緑化センター 

（3）地球緑化センター事務局からの参加費の入金確認メール

をもって、参加申込完了となります。 

 

 

参加にあたって  

・新型コロナウイルスの流行状況を考慮しながら、開催 2 週間

前に実施の有無を判断します。場合によっては開催中止とな

る可能性があることを予めご了承ください。 

・開催中止の場合は、参加費を全額返金致します。但し、各自

で手配済みの開催地までの交通費は自己負担となります。 

・開催日の 2 週間前の時点で、居住地に政府や自治体から緊急

事態宣言が発出されている場合は参加をご遠慮いただく場合

があります。 

・申込フォーム送信後、地球緑化センターから案内等をメール

または電話にて連絡しますので、フォーム送信後はメール、

電話の確認をお願いします。 

・申込締切日は、開催地ごとに異なりますのでご注意ください。 

・締切日前でも、定員に達した時点で申込を終了する場合があ

ります。また定員に達しない場合、引き続き申込を受け付け

ることもあります。詳しくはホームページでご確認ください。 

・詳しい内容や持ち物については、開催 10 日前を目安にご連

絡します。 

・主な活動内容は現時点で想定される内容を記載しています。

天候状況やその他の事情等によって内容に変更が生じる場合

があります。予めご了承ください。 

・事故やケガなどの緊急事態に備えて、申込の内容を開催自治

体内で共有することをご了承ください。 

【新型コロナウイルス感染症対策に関するお願い】 

・手洗い、マスク着用、手指のアルコール消毒等の感染症対策

にご協力をお願いします。 

・プログラム開催 2 週間前から健康観察シートの記入をお願い

します。※記入・提出方法については、申込受付後、別途ご

連絡いたします。 

・開催 1 週間前から体調不良（37.5℃以上の発熱、咳、倦怠感、

嗅覚・味覚異常等）がある場合は参加をご遠慮いただきます。 

 

 

キャンセルについて  

・このプログラムは、少人数でお互いに顔の見える交流を重視し

ています。定員数にも限りがあるためキャンセルはできる限り

お控えください。 

・地域の方も皆さんの来訪を楽しみに準備を進めていますが、直

前でのキャンセルがありますと計画の変更や中止の恐れも生

じます。 

・万が一、申込完了後にキャンセルの場合は早めに事務局までお

知らせください。 

・申込締切日後のキャンセルの場合参加費は返金いたしません。 

持ち物   

作業ができる服装（長袖・長ズボン）と運動靴/長靴/

雨具（上下別のレインウエア）/帽子/軍手/水筒/寝間

着/着替え/洗面用具/筆記用具/タオル/健康保険証/

交流会費 2,000 円程度等 想像以上に濃密で学びや感

動の多い 5 日間でした。私

の人生にとって、とても大

切な時間になりました。 

地域と向き合う活動は初めてでした。最初はちょっと緊張

しましたが、とても楽しく、すべてが新鮮でした。 


