■南々井梢さんと学ぶ

「京都府綾部市・地域活性ビジネス」研修ツアー
★NPO 法人 里山ねっと・あやべの事業と、本ツアーの研修内容
NPO 法人 里山ねっと・あやべは、自然に恵ま
れた京都府綾部市の「里山力」（豊かな自然、美し
い里山的風景、ランドスケープ）、「ソフト力」（多様
な里山文化、経験や知恵、芸術文化）、そして、個
性あふれる「人財力」（夢や想い、志、精神性）の
「３つの力」を活かした活動を行っています。
少子高齢化で過疎が極まり、「何もない」と思わ
れがちの里山・農村部の魅力を発掘して市内外に
ＰＲ、都市農村交流や第二の人生の場としての綾
部定住化を促進し、21 世紀の綾部の可能性を拓く
ため、2000 年 7 月発足しました。
この中心スタッフには、同年に「半農半 X 研究
所」を設立した塩見直紀氏（右の写真）がいます。
地元・綾部ファンが１人でも増え、かつ競争力と
魅力のあるオンリーワンのまちづくりをめざしたこ
れまでの活動を持続可能なものとし、さらに発展し
ていくために 2006 年 3 月 NPO 法人として認証を
受けました。
綾部市から委託管理された廃校の小学校を研
修施設にリノベーションし、全国から有名な社会起
業家を講師として招いてソーシャル・インキュベー
ションを試みる合宿セミナー「綾部里山交流大学」
や、「米作り塾」「里山そば塾」など地域資源を活
かした体験学習セミナー、有料会員による資金調
達などで運営されています。
このツアーでは、実際に里山の資源を利用して
地域に根ざしたビジネスを試みている方を講師に
迎え、綾部の山を歩き、農作業に汗をかきながら
「何もない」と思われていた土地や村の中に「何
か」を発見するための実地研修を行います。

【ゲスト・ツアコン／南々井梢氏について】
東京生まれ。東放学園専門学校（デジ
タル文芸科小説ゼミ専攻）を卒業後、桜
美林大学へ編入、卒業。フリーライターか
らレコード会社勤務を経て、第 6 回トクマ・
ノベルズ Edge 新人賞を受賞。2009 年 7
月に小説家デビュー。著書に『男子新体
操系男子 コカンセツ！』（徳間文庫）など。
処女作『コカンセツ！』は 8 月 11～15 日に
銀河劇場で舞台化（アイドリング!!!の橘ゆりか出演）。
●小説家・南々井梢のナナイズム
【このツアーは、次の方へオススメです！】
◎山間部で地域活性ビジネスに取りくむ従事者（NPO、行政職員、学生など）
◎「半農半 X」のスローライフな働き方・生き方を実践したい市民・学生
◎農家民泊や民宿の経営者や、それを志す市民・学生
◎非・都市部で「社会起業家セミナー」を開催したい市民・学生
◎その他、社会起業、事業型 NPO 活動の実際を知りたい方
【集合場所】
★綾部市里山交流研修センター
京都府綾部市鍛治屋町茅倉 9 番地
Google map
Tel:0773-47-0040
JR 京都駅から山陰本線で JR 綾部駅
へ。あやバス西坂線に乗り、バス停「かじ
や」で下車。目の前の旧・豊里西（とよさ
とにし）小学校内にセンターがあります。
昼 12 時 30 分発のあやバスに乗る必
要があるため、綾部駅にはそれ以前に
到着できるようにしてください。
Yahoo!路線情報

【NPO 法人 里山ねっと・あやべのツアー・スケジュール】
●1 日目：9 月 10 日（金）
PM1:30/綾部市里山交流研修センターに集合、スタッフと合流、ガイダンス
PM2:00/自己紹介文の相互交換
PM2:15/「ＮＰＯ法人 里山ねっと・あやべ」の活動紹介
PM2:30/学校＋関連施設を視察
PM3:00/「空山の里」代表・村上正氏の講義
「店がなくなった村に村営百貨店をつくる」
（ＪＡの撤退で店が無くなる。住民出資による米蔵活用の店作り、小畑味噌商品開発）
PM5:00/「半農半Ｘ研究所」代表・塩見直紀氏の講義
「綾部発のコンセプト『半農半Ｘ』という生き方について」
PM7:00/夕食・お風呂
PM8:30/ツアー参加者どうしで綾部の地域活性における課題と解決策を議論
PM10:30/今日の学びを文章化（およびブログ、twitter にアップなど）
PM11:30/就寝
●2 日目：9 月 11 日（土）
AM7:30/朝食
AM8:30/小畑味噌の元となる大豆畑の草取り作業を手伝い
AM11:30/コミュニティショップ「空山の里」を視察
AM12:00/昼食
PM1:00/塩見直紀氏による案内で村内を取材
（まなざしの開発、感性開発。一見何もなさそうな村を歩くことで地域資源、宝物を探せる感
性を育む）
PM3:00/食と農に関する講義・ワークショップ
講師：市内で料理教室・農家民泊開業の斎藤典加氏
～「食と農で地域にエネルギーを～きらり上林と野良のとりくみ」～
PM7:00/夕食・お風呂
PM8:00/綾部への移住者、地元住民と交流しながら悩み・課題を具体的にヒアリング
PM9:00/ツアー参加者どうしで綾部の地域活性における課題と解決策を議論
PM10:30/今日の学びを文章化（＋ブログ、twitter にアップなど）
PM11:30/就寝

●3 日目：9 月 12 日（日）
AM7:00/起床・朝食
AM8:30/学びの発表（自分が綾部に対してできること）、宿題内容の確認
AM10:30/ゲスト・ツアコンによる学びの発表と、社会起業家との質疑応答
AM11:30/昼食（スタッフとの意見交換）、上林へ移動
PM1:00/「綾部吉水」女将・中川誼美氏の講義
「綾部吉水が変えようとするもの」
（「京都吉水」「銀座吉水」の女将が 3 番目に開業したのが綾部のかやぶき民宿。「ちょっと
前の日本の暮らし」を提案する中川誼美女将のミッション）
PM3:00/終了、綾部駅へ移動
PM3:30/綾部駅で解散
〔旅行代金に含まれるもの〕食事（初日夕食・2 日目の朝食・ランチ・夕食・3 日目の朝食・ラ
ンチ 計 6 回）、宿泊費、研修費用
〔旅行代金に含まれないもの〕交通費、PC 環境、デジタルカメラ
☆ツアー代金：35,000 円（1 名あたり）
☆最小催行人数：４名（※25 名まで予約可）

FAX03-3215-8293

ニッポン社会起業家スタディツアー申込書
（株）毎日エデュケーション 社会起業家スタディツアー事務局 宛
お申込み日：20
年
月
日
※ご家族・ご夫婦・ご兄弟でお申込みの方も１名 1 枚づつご記入ください。

「京都府綾部市・地域活性ビジネス」研修ツアー
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健康申告書
（1）今まで大きな病気を患ったことはありますか？

□ある（病名：

） □ない

（2）現在患っているご病気はありますか？

□ある（病名：

） □ない

※あると答えた方 → 現在治療中ですか？

□はい

□いいえ

（3）薬の服用中にアレルギーなどの症状が出たことは？

□ある（薬の種類：

） □ない

（4）現在定期的に服用している薬はありますか？

□ある（薬名：

） □ない

（5）日常生活の中で食べ物アレルギー等注意することは？

□ある（注意点：

） □ない

（6）そのほか健康面や精神面で気になることがあればお書き下さい。

研 修 条 件 同 意 書
毎日エデュケーション ｊ研修参加条件を承認の上、申し込みに同意します。

本人署名：

保護者署名：
（参加者が 18 歳未満の方は保護者の同意が必要です）
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研修参加条件書
この研修は、(株)毎日エデュケーション(以下「当社」といいます)が企画・募集し実施する研修で、お客様は当社とプログラム参加契約(以下
「契約」という)を締結することになります。また、このページは契約が締結された場合は契約書面の一部となります。
1．お申し込み方法
(1)当社指定の申込書に所定事項をご記入の上、下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。
(2)申込金は研修代金、または取消料若しくは違約料のそれぞれ一部として取り扱います。
(3)契約は、当社が契約の締結を承諾し申込金を受領した時に成立するものとします。
(4)電話、郵便、ファックス、その他の通信手段でのご予約申し込みの場合は、当社が予約を承諾した翌日から起算して 5 日以内に申込書と
申込金を提出していただきます。この場合も申込金の受領をもって契約の成立となります。
(5)高齢者、身体に障害をお持ちの方、健康を害している方、または特別な手配を必要とする方はその旨お申し出下さい。該当するお客様に
はお伺い書、健康診断書等をご提出いただくか同伴者の同行を条件とする場合があります。
2．研修代金のお支払い
(1)申込金(おひとり)
研修代金

3 万円未満
3 万円以上

→代金の全額
→代金の 20％相当額

(2)残金は研修開始日の前日から起算して 14 日目に当たる日より前にお支払いいただきます。
3．研修代金の区分
本企画には大人料金と小人料金の区別はございません。
4．研修代金に含まれるもの
日程に明示した、研修内容、宿泊・観光・食事料金、消費税等諸税、およびツアーガイド付きコースのガイドの同行費用。
5．研修代金に含まれないもの
電話代・飲物代・追加飲食費等個人的性質の諸費用、集合場所までの交通費・宿泊費、希望者のみが参加するオプショナル代金、自由
行動中の諸料金、別行動を手配された場合の諸費用、傷害・疾病に関する治療費等。
6．取消料等のかかる場合(お客様による契約の解除)
お申し込み後、お客様のご都合により研修を取り消しされる場合は、表記の取消料(研修代金をお支払いされていない場合は、出発日の前
日から起算して 14 日前より違約料)を申し受けます。なお、取り消し等のご連絡は下記の営業時間内でお受けします。またメール、ファック
スでご連絡をいただいた場合は弊社がそれらを受け取った日時を基準といたします。
取消料

研修開始日の
前日から起算

21 日前以前
20～8 日前
7 日目以降
開始日の前日
開始日
研修開始後または
無連絡丌参加

無料
代金の 20％
代金の 30％
代金の 40％
代金の 50％
代金の全額

7．取消料のかからない場合
(1)代金が増額された場合
(2)研修の安全かつ円滑な実施が丌可能となるか、そのおそれの極めて大きいとき
(3)当社が最終日程表を原則として研修開始日の 10～7 日前までに交付しない場合
(4)当社の責に帰すべき事由により研修日程通りの実施が丌可能となったとき

株式会社 毎日エデュケーション
ニッポン社会起業家スタディツアー事務局
東京都千代田区一ツ橋 1-1-1 パレスサイドビル
電話：03-6267-4188 FAX 03-3215-8293
メール：social-tour2010@myedu.co.jp

