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農に学ぶ。主旨説明 

 

都心にありながら現在まで奇跡的に残された貴重な自然環境。（横浜

市青葉区寺家町と町田市三輪町にまたがる里山）この里山を再生し次

世代まで永続的に保全する活動を通して、現代人が手放してしまった

自然との共生関係を取り戻し、様々な気付きや学びを得ることを目的と

して 2007年「NPO法人農に学ぶ環境教育ネットワーク」は設立されまし

た。40年以上も耕作を放棄された田畑は、同時に周辺の森の環境も大

きく変えてしまいました。本来、生活の糧を得るための農耕の営みがあ

ってこそ保たれていたこの里山の環境は、耕作者も含め生活者すらい

なくなってしまった現在、荒廃は止まることを知りません。市民の環境意

識の向上から植樹や間伐による森の再生活動は各地で行われていま

す。しかし、その地での農耕をも復活させる活動には至っていません。

里山を再生するにはその地で営まれていた「農の再生」なくして成り得ま

せん。日本の稲作は古来よりこのような中山間部で多く営まれ、近代農

業の勃興の最中でも持続可能な農法として、様々な智恵や工夫が代々

伝承されてきました。里山での耕作放棄が進む現在、自然と共生する智

恵や技術までもが失われようとしています。 

 農に学ぶ環境教育ネットワークは、「農を再生」することで本来の里山

の環境を再生し、市民の力により次の世代に永続的に繋いで行く方法

と仕組みの構築を目指します。 

 

 

 

 

定款に記載された活動の目的 

  この法人は、地域住民に対して、「農」を通じて環境保全や子どもの健全育成を図る活動を

行う。そのために自然農で再生した里山を、子どもたちに自然と共生する生き方を学ぶ場とし

て提供する。また地域通貨を活用することで、地域と子どもたちの関係を、思いやりのある、温

かいものへと改善し、ボランティア等を通じて青少年に社会参加の機会を与える。そして、地

域に根ざした、環境と共にある、豊かで健全なコミュニティを創り、住み良い社会の実現に寄与

することを目的とする。 

 

 



会員の種類と事業内容 

 

【正会員】 

ＮＰＯの運営に関わり、通年のイベント、里山保全活動（稲作、畑作を通

して里山を再生保全する活動）を含め、事務局会議・企画・広報・イベン

トの準備等に参加する会員。（代表者一人に議決権が与えられる。） 

※運営会員 

 

【賛助会員】 

ＮＰＯの運営には関わらずに通年のイベント、里山保全活動（稲作、畑

作を通して里山を再生保全する活動）に参加する会員（議決権は与えら

れない。）※ファミリー会員 

 

 

■里山再生事業 

 ・谷戸田サポーター制度 

 ・田畑の開墾と耕作 

 ・山の保全活動 

 

■教育ファーム事業 

 ・学校、企業と連携した稲作体験 

 ・出張授業 

（みたけ台幼稚園、モンテッソーリエレメンタリースクール、• • • • • • • •  

鴨志田中学校、教育サポートセンターNIRE） 

 

■地域ふれあい事業 

 ・米を作ろう！（家族対象稲作体験） 

 ・里山での四季折々のイベント 

 ・イベント出店 

・講演会、シンポジウムの開催 

 

 

 

 

 



活動に参加するには…

活動内容の詳細は、
ブログ　http://ameblo.jp/nounimanabu/
フェイスブック　https://www.facebook.com/nounimanabu
をご覧ください。

・芋掘り

・茶摘み

・谷戸田サポーター

・田の草取り

・かかし作り

・収穫祭

■活動風景

[ゆうちょ銀行・郵便局 ] 
■記号・番号： ００２５０－５－９６９６６ 

■加入者名：ＮＰＯ法人農に学ぶ環境教育ネットワーク 

■預金種目 当座 

■店名 〇二九 店（ゼロニキユウ店） 

■口座番号 ００９６９６６ 

■受取人名（カナ氏名） 

ＮＰＯ法人農に学ぶ環境教育ネットワーク 

（ノウニマナブカンキョウキョウイクネットワーク） 

 

※通信欄がなく未記入の場合は「振込金額により判断させて頂きます。 

http://nounimanabu.net/inquiry/eventinquiry.html

★ホームページのフォームからお申込ください。

種別 内容 作業 主な圃場 作業日 年会費

事務局 会議（随時）※参加必須　

稲作 田起こし、田植え、除草、稲刈り、他全行程

畑作 野菜作り、苗作り

里山整備 下草刈り、竹伐り等

イベント運営 四季折々の様々なイベントを企画

稲作 田起こし、田植え、除草、稲刈り、他

畑作 芋掘り、大豆種まき　他

イベント参加 ※かかし作り、お茶摘み、田んぼの生きもの調査　等

米を作ろう！ 稲作体験 田植え、除草２回、稲刈り
ふるさと村四季の家

横
土日祝日※指定日 ￥15,000（家族）

谷戸田サポーター
里山整備
稲作実修

苗作り、クロ切り、クロ付け、田起こし、代かき、田植え、除草、
ヒエ取り、水管理、稲刈り、はさ掛け、脱穀、籾摺り

どんぐり農園 土日祝日※指定日
￥70,000～￥150,000（グルー
プ）￥15,000（個人）

稲作体験 田起こし、田植え、除草、稲刈り、他

・鴨志田中学校・みたけ台幼稚園

・モンテッソーリエレメンタリースクール・みらいスクールＧＩＦＴ

・教育サポートセンターＮＩＲＥ・寺家ハーベスト

稲作 全作業※定期的に参加（基本9:30～16：00頃まで）

畑作 全作業　　　                  　〃

里山整備 全作業　　　　                  〃

正
会
員

賛
助
会
員

運営会員

ファミリー会員

教育ファーム

ボランティア ※子ども不可 無料全日可全圃場

定例作業日（月２回） ￥15,000(個人・家族可）

￥20,000(家族）

応談

定例作業日（月２回）

学校・企業（団
体）

※日程を調整

たんぽぽ農園

たんぽぽ農園

たんぽぽ農園



活動への参加方法 

 

 

 

 

 

農に学ぶ。作業予定表 

http://nounimanabu.nikki.cmaker.jp/ 

 

※参加希望日と人数を、前日までに事務局 info@nounimanabu.net まで

ご連絡下さい。（最新の情報を必ずダウンロードしてください。） 

※当日の変更（中止や場所）の連絡は、メールでお知らせします。 

 

■月間予定はホームページ新着情報をご覧ください。 

■定例作業日／第二土曜、第四日曜(※原則) 

■年間イベント／どんど焼き、椎茸菌打ち、茶摘み、田んぼの生きもの

調査、自然観察会、ホタルの夕べ、名月観賞会、収穫祭、門松作り etc 

 

http://nounimanabu.nikki.cmaker.jp/
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←大池（どんぐり農園方面）

切

通

妙
福
寺
方
面↑

←農園入口

畑

畑

畑

子ども田んぼ

子どもの畑

・モンテッソーリ

・NIRE

・鴨中

・NPOマイ田んぼ

ブルーベリー

・NPOマイ田んぼ

芹場

もち米機械植え

畑

畑

畑

苗場

①

②

③

④

⑤

⑥

椎茸

お茶

小屋

【たんぽぽ農園】

【緑山畑】

【どんぐり農園】

農に学ぶ。の活動フィールド

無農薬、無施肥の自然農法で年間を通じて
約40種類の野菜を自家採取で栽培。
初心者から、就農をめざす方まで
多種多様な人がボランティアで参加。
NPOの会員は定例作業日に家族で
参加可能。（ボランティアは子供同伴不可）

教育ファームとして４団体を受け入れ、NPOフ
ァミリー会員のメインの圃場。お茶、果樹、椎茸
、芹も栽培。毎年収穫祭を開催。

自然の中で貴重な体験。

お米を種まきから苗作りまで、
すべて自分たちの手で育てます。
苗代作りや畦作りなど、自然の中で
貴重な体験が味わえます。 　 谷戸田サポーターチームのメイン圃場。

　 　 畑では大豆、里芋、ミョウガ等を栽培。
　 　 　 　 春は山菜が楽しめます。　 　

・茶摘みとお茶作り
・椎茸の菌打ち
・田んぼの生きもの調査
・かかし作り
等の体験圃場。

入口
↓

 

子ども田んぼの田植え風景
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・ＧＩＦＴＥ

・寺家ハーベスト

芹

もち米機械植え

ステージ

たんぽぽ農園 （約 3反）

平成 7年より開墾、 教育ファームとしてＮＰＯファミリー会員、 学校、ＮＰＯ他団体と協働

稲作と同時に四季折々のイベントを開催 （山菜採り、 ホタルの夕べ、 サツマイモ掘り、 収穫祭）

教育ファーム団体

●モンテッソーリエレメンタリースクール （小 1～小 6）

　平成 23 年～

●ＮＩＲＥ（ＮＰＯ法人教育サポートセンター）

　障害者、 ひきこもり支援 （東京都品川区）　

　平成 14 年～毎週木曜日が活動日　

●ＧＩＦＵＴＥ（みらいスクール）

　平成 31 年～子ども対象の自然体験 （約 20 世帯）

●寺家ハーベスト （ＮＰＯ法人都筑ハーベストの会）

　平成 30 年～障碍者支援、 農福連携活動

●鴨中 （横浜市立鴨志田中学校）

　平成14年～鴨中米として新入生に種を継承している。

●子ども田んぼ、 畑 （ＮＰＯファミリー会員）

　平成 19 年～米作りから里山保全活動の全てに参加

山の整備

地元のＮＰＯ（樹木 ・環境ネットワーク協会） に委託

助成事業

平成 20 ～ 21 年　　神奈川県子ども子育て支援事業

平成 21 年　　ＷＡＭ子育て支援基金

 「土と健康」 シンポジウム開催

平成 23 年　大成建設自然環境基金

平成 23 年～ 26 年　イオン環境財団より助成

 「地域住民参加型ふるさと村再生事業｝

平成 24 年、 26 年　日本郵便年賀配分基金

 「あおば未来へつなぐ食と農のフォーラム」

 開催 （青葉区）

平成 29 年　イオン環境財団より

 「里地、 里山の保全事業」 助成

 

kimuh
タイプライターテキスト
（たんぽぽ農園）



どんぐり農園（田んぼ1反、畑1反）

平成 10 年より開墾、 平成 25 年 「谷戸田サポーター制度」 導入
【目的】

この貴重な自然環境、 谷戸田 （里山） を再生し保全する活動を通して、 現代人が手放してしまった自然との共生関係を取り戻し、 様々な

気付きや学びを得る。 また、 「里山の再生は “農” の再生から。」 を活動のコンセプトに、 耕作放棄された田畑を復元、 再生し、 本来の

里山の環境を取り戻す。 単なる稲作体験に止まらず、 農耕の営み （木の間伐や水源の確保等） により保たれていたこの環境を、 市民の

力で永続的に保全していくことを目的とする。

【内容】

・ 実施期間／平成 27 年 4 月～平成 28 年 3 月

・ 募集人数／ 6 チーム （1 チーム 5 名以上）※6 区画

・参加費／ 1 区画 80,000 円～ 140,000 円 （先着順で使用する田んぼを決定します。）※参加者は、 NPO 農に学ぶ。 の賛助会員扱いになり

ます。

・ 実習内容／①苗作り ②田ごしらえ ( 水路整備 ・ くろ作り ) ③田植え、 除草、 稲刈り、 脱穀、 籾すり ④山、 畑の整備

・参加条件／必須実習日は人数調整後、 必ず参加すること。

※指定された作業日以外の参加は出来ません。 （参加者が作業内容を理解している場合は考慮します。）

・ 実施体制／ 1. 事務局より月間スケジュールをメールで配信

 　  ※必須作業には予備日を設定。 天候により平日が作業日になる場合があります。

     2. 作業時間 /9:30 集合～昼食～作業終了まで （毎回、 作業を始める前にレクチャー有り）

     3. 農具関係は事務局で用意します。

・ 持ち物／田靴 （長靴は不可） ・ 手袋 ・帽子 ・ タオル ・昼食 ・飲み物、 着替え （任意）

・ 稲作品種／うるち米 「栄光」 （晩生）

・ 収穫物の扱い／担当した田んぼで収穫されたお米は、 全量提供します。 （実績平均 1 畝、 玄米 20kg）　

稲作と同時に四季折々のイベントを開催 （山菜採り、 ホタルの夕べ、 収穫祭等）

収穫量の推移

平成25年度
⑥15.3kg（どM）
⑤35kg（マイケル）
④18.3kg（クレアン）
③22.3kg（Kファーム）
②63kg（わかもの農援隊）
①41kg（りかるち）

平成26年度
⑥16.5kg（GK）
⑤42.5kg（ノウテンキ）
④32.5kg（どM）
③23kg（半農半X）
②59kg（わかもの農援隊）
①45kg（マイケル）

平成27年度
⑥17kg  (マイケル)
⑤48kg  (ノウテンキ)
④35.6kg  (どM)         
③休耕
②68.3kg  (どS)
①48kg (半農半X) 

平成28年度
⑥15.2kg  (マイケル)
⑤30.1kg（ノウテンキ）
④26.8kg  (どM)         
③休耕
②35.8kg  (どS)
①27.3kg (半農半X) 

平成29年度
⑥17.5kg  (マイケル)
⑤33.7kg（ノウテンキ）
④34kg  (どM)         
③25.8kg（ココペリ）
②48kg  (どS)
①33.5kg (半農半X) 

畑

苗場

①

②

③

④

⑤

⑥

椎茸

椎茸

お茶

小屋

ミョウガ

柿

ニラ

農園入口

谷戸田サポーターの畑

〈どんぐり農園でのイベント〉

●山菜取り

●椎茸菌打ち体験

●茶摘みとお茶づくり

●自然観察会

●田んぼの生きもの調査

●案山子づくり

●中秋の名月鑑賞会

●門松作り、しめ縄づくり

●どんど焼き



・種採り ・水路掘り ・竹伐り

★どんど焼き(1/16) ・豆選別 ・木の間伐

・堆肥作り ・下草刈り

・堆肥入れ ・耕耘 ・耕耘 ・水路掘り ・田起こし① ・木の間伐

・苗土準備 ・堆肥入れ ・堆肥入れ ・クロ切り ・ホダ木作り

・苗作り ・クロ切り ・苗代作り ・茶畑整備

★椎茸菌打ち(3/7) ・種蒔き ・耕耘 ・田起こし ・田起こし ・苗代作り ・椎茸菌打ち

・草刈り ・草刈り ・草刈り ・草刈り ・種まき4/4 ・種まき4/11

・苗作り ・ジャガイモ草取り ・田起こし ・田起こし②

★山菜採り（4/29） ・耕耘 ・代かき ・クロ付け ・クロ付け ・茶畑整備

★茶摘み(5/5) ・ジャガイモ土寄せ ・耕耘 ・畝立て ・田植え　5/15→予備日１６日 ・代かき ・代かき①

・サツマイモ植付け ・田植え　5/22,23 ・代かき②仕上げ２９日

・夏野菜定植 ・里芋植付け ・除草①　5/30 Pm13:30～ ・除草①　5/30 ・田植え5/30

★ホタルの夕べ(6/19) ・ジャガイモ収穫 ・大豆 ・除草②　6/12　Pm13:30～ ・除草②　6/6

・ＮＰＯ総会(6/27) ・大豆種まき ・除草①

・除草②

★生きもの調査(7/4) ・草刈り ・草刈り ・草刈り ・草刈り ・草刈り ・草刈り ・草刈り ・下草刈り

・種採り ・大豆草取り

★かかし作り(8/7) ・草刈り ・草刈り ・草刈り ・草刈り ・ヒエ取り ・ヒエ取り ・草刈り ・下草刈り

・大豆土寄せ ・草刈り ・草刈り ・竹伐り

・種蒔き ・枝豆収穫 ・草刈り ・枝豆収穫 ・水抜き ・水抜き ・ヒエ取り・稲だま取り ・下草刈り

★名月観賞会(9/19) ・水抜き ・竹伐り

★植生調査(9/25)

・種蒔き ・サツマイモ収穫 ・稲刈り　10/9→予備日１１日 ・稲刈り　10/10 ・下草刈り

・大豆収穫 ・大豆収穫 ・脱穀 ・脱穀　11/3 ・稲刈り10/30 ・下草刈り

★収穫祭(11/21) ・里芋収穫 ・収穫祭準備

・籾すり ・脱穀11/14

・種採り ・大豆脱粒 ・大豆脱粒 ・籾すり11/27 ・木の間伐

★門松作り(12/25)

米を作ろう！
（稲作体験家族）※年４回

ＮＰＯ会員
（子ども田んぼ含む）

2021年度 農に学ぶ。環境教育ネットワーク　年間予定（令和3年1月～12月）
★NPO会員はイベント以外に第２土曜、第４日曜（変更の場合あり）の定例作業に通年参加ができます。

NPO会員イベント

畑 田んぼ

里山整備
緑山 下麻生

谷戸田サポーター
（グループ）※年間予定表あ

り

11月

12月

たんぽぽ農園
（子ども畑）

どんぐり農園

令和2年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月
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