参加方法

ヤマヤマ基金へご協力ください

【活動コース会員募集】

＊ヤマヤマ基金とは、
①椿原・宮園の中山間地直接支払金
一緒に田んぼや山で働く活動コース会員を募集しています！
②椿原家・宮園家の農産物売上の一部
（税込） ③山村塾会員・会員外からのご寄付
稲作・山林
稲作
稲作 30kg
山林
古里
を収入源とし、農山村の環境を守る活動全般に役立てられます。
会員種別
コース
コース
コース
コース
コース
山村塾の活動は皆様からのご支援に支えられています。
コース
ご協力のほどどうぞよろしくお願いいたします。
54,000 円 42,000 円 25,000 円 18,000 円 9,000 円
年会費
【ご支援の方法】
特典

合鴨米
60kg
山の幸

活動コース
会員参加費
（食事代）
家族会員

合鴨米
60kg

合鴨米
30kg

山の幸

古里セット

お茶・椎茸等
農産物
12,000 円
1,600 円相当
相当

活動コース行事：550 円 / 人（小学生以上）
収穫祭：大人（中学生以上）1,100 円、小学生 550 円
※小学生未満無料
あり

あり

あり

あり

なし

【NPO 正会員・賛助会員の募集】

寄付をする ：郵便振込か手渡しにて受け付けています。
振込みの際はヤマヤマ基金と必ずお書き下さい。
農産物を買う：会員の方が、椿原家と宮園家の農産物・林産物を
購入されると、その一部が基金へ入ります。
＊農産物：合鴨米、玄米餅、お茶など
＊林産物：干椎茸、木炭、薪
【寄付金控除について】
山村塾は 2020 年 3 月 19 日、福岡県より認定 NPO 法人の認
定をいただきました。山村塾へのご寄付は、寄付金控除制度
の対象となります。

正会員 個人 5,000 円 団体 10,000 円（総会での議決権あり）
賛助会員 個人 3,000 円 団体 10,000 円（総会での議決権なし） 【振込先】
※任意加入ですが、ご協力をお願いします。
■年会費、ヤマヤマ基金は下記口座へお振込みをお願いします。

【手続きと仕組み】

■入会用紙を提出し、郵便振込または事務局への手渡しにて、会
費をお支払い下さい。
■活動コース（稲作、山林、古里）の会費は、行事運営費と合鴨
のオーナー料（各行事や収穫祭で食べるため）1,000 円を含ん
でいます。
■会員の期間は 4 月 1 日から翌 3 月 31 日までの一年間です。
■ 9/1 ～ 12/31 の期間に新規入会される方は、その年度に限り、
活動コース会費が半額で入会できます。
■ 1/1 以降に新規入会される方は、その時点から次年度の 3/31
までが会員の期間となります。

【個人情報や保険登録について】

■入会や行事受付時に収集した個人情報は、お知らせ発送や行事
運営等など必要な範囲内で利用を行い、目的外の利用は行いま
せん。
■活動風景を写真に撮り、ホームページや通信などに使用します。
使用して欲しくない方は、事務局までお知らせ下さい。
※詳しくはホームページに個人情報保護方針を掲載しております
ので、ご確認ください。
■行事は全てグリーンボランティア保険（登録先 : 森づくりフォー
ラム）に加入しております。
■安全管理には万全の対策を心掛けておりますが、基本的には自
己責任での活動をお願い致します。万が一の場合は保険の範囲
内で対応させて頂きます。

郵便振込口座：【加入者名】特定非営利活動法人山村塾
【口座番号】01790-3-169398
ゆうちょ銀行：【店名】一七九（店番：179）
【口座番号】当座 0169398

認定 NPO 法人山村塾
〒 834-1222 福岡県八女市黒木町笠原 9836-1
TEL・FAX：0943-42-4300
E-mail：info@sansonjuku.com
WEB：http://sansonjuku.com
Facebook：@sansonjuku

最新情報はホームページを
ご覧ください♪

山村塾ホームページ

山村塾

検索

水や空気を守り、安全でおいしい食べ物を育む田んぼや山々が失われようとしています。
山村の暮らしを見直し、山村の環境を守る取り組みを一緒にしませんか。
農作業や山仕事を体験しませんか。山村の人達や、自然を愛する人達との出会いを愉しみませんか。

山村塾って？
山村塾は、都市住民と農山村住民とが一体となり、棚田
や山林といった豊かな里山環境を保全することを目的に
1994 年に福岡県黒木町で発足しました。
主な活動内容は、荒廃した棚田の復田と環境保全型農業
の実践を行う稲作体験コース、風倒木被害地における広葉
樹の植林などを行う山林体験コースの二本柱で、２軒の農
家が受け入れ農家となり活動しています。

山村塾は
都市と農村の住民が一緒になり
環境にやさしい米づくりや
豊かな生態系の森づくりを通じて
山村の環境を守るグループです

稲作体験コース ～合鴨といっしょに米づくり～
棚田 8 枚（約 25a）を復
田し、アイガモを利用した
無農薬、無化学肥料による
米づくりを年間を通じて体
験し、食料の自給と、棚田
の保全を目指します。
＜行事＞

・鴨の引き上げ
・種まき
・稲刈り
・田植え
・鴨進水式 ・しめ縄づくり
・田の草取り

棚田で楽しく働きながら、
美味しい合鴨と
お米を作りましょう！
椿原 寿之
まり子
家族一同

田植え

棚田に鴨を放つ

全体行事 ～山村の伝統行事や旬の味わい～
山村の伝統行事や、
交流行事を行います。
＜行事＞
・顔見せ会
・鴨さばき
・収穫祭
・左義長（どんと焼き）

里山ミニワーク

～里山でちょこっと働こう！～

土日の 1 泊２日で、棚田や山林の保全活動を行う山村塾の
取り組み。適度な作業と美味しいご飯を満喫し、心と体をリ
フレッシュします。
内容は荒れた農地の管理
や炭焼き、森の手入れ等と
いった里山保全活動。
その他、味噌づくりやお
茶摘みなども企画し、農山
村の自然と文化を体験しな
がら里山を守っています。

左義長（どんと焼き）

山林体験コース ～いろんな生き物の住める森づくり～

たまには山の中も
いかがですか？
夏は汗をかき、
冬は焚火をしながら…
一緒に山仕事を
楽しみましょう！
宮園 福夫
佐津美
家族一同

体験受入事業
山村塾の行事以外に、農業体験や林業体験、その他の自然
体験や講座などを企画します。合宿研修も可能です。
詳細はお問合せください。

台風による風倒木被害地
に、多様な生態系の形成を
目 指 し て、 ケ ヤ キ、 エ ン
ジ ュ、 ヤ マ ザ ク ラ な ど 約
3500 本を植樹し、定期的
に管理しています。
その他、間伐や炭焼きな
ど年間を通じて、様々な山
仕事を体験します。
＜行事＞
・下草刈り・炭焼き
・間伐
・植林
・枝打ち ・しいたけ菌打ち

炭焼き

米づくり、野菜の収穫など農業体験、間伐、遊歩道づくり、竹細工、
炭焼き、農産加工（味噌、納豆、豆腐、こんにゃく）
、キャンプ等

農林業体験交流施設『四季菜館』
植林

八女市黒木町笠原 641

TEL：0943-42-2722

山村塾稲作コースの活動拠点です。都市と農村、人と人、人と
自然の交流の場として利用されており、山村塾の行事以外にも使
用できます。建物の構造は、太陽光発電や薪ボイラー等、環境に
優しいつくりになっています。
※中長期の滞在や研修も可能です。
施設使用料など詳しくはご相談下さい。
館長：椿原 まり子
百姓：椿原 寿之

植林地の下草刈り

