
Minami-ASO Village.

令和４年度南阿蘇村地域おこし協力隊活動報告

南阿蘇村役場所属課
南阿蘇鉄道復興支援プロジェクト 氏 名 藤岡 政人

fujioka masato
出 身 大阪府
隊員歴 ４年目
その他 以前は某鉄道車輛の製造
メーカーに勤めておりました、元上
司の方も南阿蘇に観光にきてくださ
り「南阿蘇いいところですね」て、
改めてこんな景色のいい場所で仕事
ができてるのがうれしく毎日汗を流
してます。

プロジェクト概要

今年度の活動実績・進捗

南阿蘇鉄道の施設保線に属し高森駅を拠点に立
野までの軌道関係や踏切設備のほか各駅のプ
ラットホームなどの管理をしています。
令和5年度８月の全線開通を目指して日々奮闘
中です。

現場では、立野駅と高森駅の改築や立野～中松間震災後６年分の設備維持や伐採作業中
心に活動しています、そのほか各地区の村民の皆様による沿線の野焼きにも参加させて
いただいております。

現在南阿蘇鉄道は全線開通とJR乗り入れに向けて急ピッチで作業を進めております、
地域の住民の方に励まされたり伐採のお手伝いをしていただいたりして少しずつです
が前に進んでまいりました。 最近海外のツアーの団体様も増えており色々刺激に
なっております全線開通するともっと沢山のお客様が帰ってきていただけると見込み
日々の仕事にもやりがいを感じております。
今後も村民の方々の希望となるよう”安全で快適”な鉄道会社でありたいと思います

地域おこし協力隊の任期後に向けて

マクラ
ギって結
構動くん
ですよ!!!

熱くて危険
な作業なん
と女性の方
もいらっ
しゃいま
す!!



Minami-ASO Village.

令和４年度南阿蘇村地域おこし協力隊活動報告

南阿蘇村役場所属課
プロジェクト名 地域経営組織推進プロジェクト 氏 名 桑原 健一

kuwahara kenichi
出 身 東京都板橋区
隊員歴 3年目
その他 自己紹介
熊本震災がきっかけで
南阿蘇に移住してきま
した。前職の経験を活か
し南阿蘇でお店を出す
ことが目標です。

プロジェクト概要

今年度の活動実績・進捗

南阿蘇村の観光情報の新たな発信拠点とし「ツ
アープラザ南阿蘇」を拠点に、村の観光情報の
提供やレンタサイクル、遊具レンタル、トレッ
キングツアー受付、各種ガイドツアーの紹介・
受付を行います。また、南阿蘇の観光業の復興
に関わるイベント（国道57号線復旧、JR立野駅
開通、新阿蘇大橋など）に観光局スタッフとし
て携わっています。

■観光局の業務■
・案内所業務（お客さまの対応など）
・パンフレットの管理（在庫確認、整理）など
・カレーマップ取材対応
・パンマップ取材対応
・facebookの投稿（29日の肉の日など）
・くまにちすぱいすの取材対応
・山コン運営フォロー

■協力隊の活動■
・協力隊の市村さん企画のイベント
でヤマメを使った料理の振る舞い

■地域活動■
・中松地区ソフトバレー
・知人のいちご農家さんのお手伝い。

黒川地区のヤマ
メの会の方達が
育てたヤマメ🐠

ヤマメのカルピオー
ネ（南蛮漬け）と
里芋のクロケッタ
（コロッケ）



氏 名 大内 佑介
ouchi yusuke

出 身 福島県
隊員歴 ４年目
その他 自己紹介
2019年東京から移住しました。前
職は「東映テレビプロダクション」
でADをしていました。仮面ライダ
ーとスーパー戦隊が大好きです！！

Minami-ASO Village.

令和４年度南阿蘇村地域おこし協力隊活動報告

南阿蘇村役場産業観光課
地域経営組織推進プロジェクト

プロジェクト概要

今年度の活動実績・進捗

南阿蘇村の観光情報の新たな発信拠点として
2019年にオープンした「南阿蘇観光案内所」
を拠点に活動しています。村の観光情報発信や
レンタサイクル、遊具レンタル、トレッキンク
゙ツアー受付などを行う「アクティビティセン
ター南阿蘇」の運営。また、定期的にイベン
トを開催するなど、南阿蘇村の観光を盛り上げ
るために日々活動しています。

●ボードカード&ショップカード
南阿蘇の素敵な飲食店を多くの方に知ってい
ただけるように、南阿蘇観光案内所前の案内
掲示板にボードカード掲示し案内所内では
ショップカードを無料配布しております。
どちらも観光客に大人気です！

●南阿蘇のやさしい氷プロジェクト2022
今年も夏に「南阿蘇のやさしい氷2022」通
称かき氷MAPを製作しました！さらに4年
目となる今年は「ごちそうさまスタンプラ
リー」も同時開催し、景品としてオリジナ
ルのステッカー/手ぬぐい/Tシャツをご用
意しました。

●南阿蘇モルックパーティー開催！
話題のスポーツ「モルック」を南阿蘇
村で楽しめるイベントを開催しました。
その名も「南阿蘇モルックパー
ティー」！5月に第0回、11月に第1回
を開催。今後も継続的に開催して参り
ますので是非ご参加ください。



Minami-ASO Village.

令和４年度南阿蘇村地域おこし協力隊活動報告

氏 名 田内 秀樹
たうちひでき

出 身 熊本市
隊員歴 ３年目
その他 以前は国内／海外で工場生
産設備の調整や設計・システム開発
等をしていました。現在は白水郵便
局の近くにタイ料理店をオープン！
みなさん食べに来てくださいね！

南阿蘇村役場所属課
地域経営組織推進プロジェクト

プロジェクト概要

今年度の活動実績・進捗

道の駅・あそ望の郷くぎの内の一般社団法人
“みなみあそ観光局”を拠点に活動しています。
観光客の方々へのご案内やレンタル対応のほか
村内の事業者様へ行政や自治体などの補助事業
をご案内させていただいたりしています。
村内のお店を訪問させていただいたり、地域を
活性化できる企画を考えたり、充実の日々です。

南阿蘇村には大自然の恵みでもある水源が数多く存在しています。村内外の皆さんに、
もっと魅力を知ってもらおうと本年度の夏休みには道の駅・あそ望の郷くぎの水路にて
「ヤマメつかみどり大会」を実施しました！おかげさまで大盛況となりました！

事前にチラシを
作ったり…

事業者様と水場の
清掃活動したり…

地域おこし協力隊の任期後に向けて

現在白水小学校近くでタイ料理店をしていますが、
隣接する古民家を改修して宿泊施設にしたいと奮闘
中です！2023年夏の南阿蘇鉄道の開通に合わせて
オープンしたいと大規模DIYに四苦八苦しています。
海外からのお客様にも南阿蘇の魅力を伝えられる、
多国籍でアットホームな宿として、地域の方々とも
交流していただけるような場所を作れたらいいな、
という思いを胸に日々少しずつ、歩んでいます。
お気軽に声をかけていただけたら嬉しいです！

いろんな経験ができました！

宿にします！タイ料理店です



Minami-ASO 
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令和４年度南阿蘇村地域おこし協力隊活動報告

南阿蘇村役場所属課
黒川区創造的復興プロジェクト 氏 名 市村 孝広

いちむら たかひろ

出 身 大阪
隊員歴 2年目
前職は日本ハムの養豚業です。

080-3030-8054（政策企画課）
・ジオガイド・防災士・上級救命
・食品衛生責任者・小型重機免許
・養豚の人口授精実務経験（資格なし）

※少しでも私の活動も含めて少しでもご
興味がある方や、仕事の依頼やご相談は
遠慮なくこの番号または役場の方にご連
絡か来ていただく事も可能ですので宜し
くお願い致します。

プロジェクト概要

今年度の活動実績・進捗

ズバリ！！私は
県内外問わずいろんな方を南阿蘇村でガイドを
しております。地域のイベント企画。
〇詳細

・南阿蘇村の震災遺構の管理・ガイド
・震災伝承館轍の管理運営・ガイド
・県内外の行政視察・修学旅行見学のガイド
・黒川地区住民さんの支援・補助
・黒川地区でのイベント企画・運営
・防災関連・地震のの周知活動

①南阿蘇村震災ガイド ②黒川地区イベント ③羊の毛刈り体験

・2022年～2023年 ４月～１2月 ・2022年2月に黒川地区で ・2022年5月に黒川地区で
約2,000人 約100団体の 育てたヤマメを使用した 開催。参加者50名
ガイドを行いました。 料理会を企画。 来年も開催予定です。

協力隊卒業後について
・村内外問わず就職を考えています。お仕事のお話があれば教えて頂ければ幸いです。
・現在、行っているガイド業の継続。ガイドの依頼を頂ければ嬉しいです。
・今年、発足した【南阿蘇 メェメェの会】羊の飼育・繁殖を開始しました。
目的は南阿蘇の景観維持・耕作放棄・休耕田の利活用。将来は羊肉・羊毛販売業
触れ合い・毛刈りの体験・様々展開していきます。ご興味がある方は声をかけて
頂くかご連絡 お待ちしております。（080-3030-8054 政策企画課）



Minami-ASO Village.

令和４年度南阿蘇村地域おこし協力隊活動報告

南阿蘇村役場所属課
スマートヴィレッジ推進プロジェクト

氏 名 野津 周平
notsu shuhei

出 身
隊員歴 2年目
その他 自己紹介
島根県出雲市出身の野津です！大学時代に過ごし
た熊本が忘れられず社会人を5年経験したのちに
戻ってきました。
何より寒いのが苦手ですが、2年目になり阿蘇の
冬にも多少慣れてきました。灯油代に苦しめられ
ています。

プロジェクト概要

今年度の活動実績・進捗

南阿蘇村は、村の多分野にわたる課題を、ICTの
力で解決していこうという「スマートヴィレッジ
構想」を掲げています。
私は主として、この構想に向け2年前に発足・村

と連携協定を結んだ「ITバレー協議会」との橋渡
し役としてのやり取りを行ったり、それに付随す
る業務を行っています。また今年度開校したイデ
アITカレッジ阿蘇での業務にも携わっております。

久木野小PCクラブ講師
月に1回の久木野小学校のクラブ活動の
時間で、パソコンクラブの講師として活
動しています。自己紹介のスライドを
作ったり、コマ撮りアニメーションや
Scratchを使ったゲーム制作など、毎回
テーマを変えた内容で教えています。

地域活動&任期後に向けて

有害鳥獣駆除に向けて
昨年の夏に罠と鉄砲の狩猟免許を取得しました。昨年は鴨を1羽とっただけでしたので、
今年はもっと大物を獲得したいと意気込んでます！
せっかく取った狩猟免許を地域活動に生かしたいと思い、罠の開閉を知らせる発信機を
作って、罠に取り付けてテストをしてみています！見回りが楽になり少しでも有害鳥獣
駆除の役に立つような取り組みが出来ればと考えています。

イチからプログラミングを勉強中！
IT関連のプロジェクトに関わっているものの、僕自身は全くのIT初心者です。昨年から
オンラインでプログラミングを学んでおります。任期後の仕事に繋がるよう毎日悪戦苦闘
しながら楽しんで学んでいます・・・。

中松集学校オープン！
旧中松小学校がリニューアルし、地域
の交流拠点「中松集学校」としてオー
プンしました。当施設の空き教室をサ
テライトオフィスとして入居募集をし
ており、その企業誘致活動を行ってお
ります。

小学校でのプログラミング授業
前述したITバレー協議会の取り組みとして、
村内の小学校でプログラミングの授業を行っ
ております。プログラムを組んでドローンを
飛ばすという内容で、子供たちが自ら進んで
学んでくれる様子に毎回感動します。

ドローンを
使った授業→

←パソコンクラブ
の様子



Minami-ASO Village.

令和４年度南阿蘇村地域おこし協力隊活動報告

南阿蘇村役場農政課
有機農業推進プロジェクト 氏 名 田上 由菜

yuna tanoue
出 身 東京都 練馬区
隊員歴 2年目
その他 南阿蘇村の自然に癒されて
います。都会より田舎のほうが充実
していて楽しい！2年目にしてやっ
と阿蘇弁を理解してきました。
ネコと米とパンと英国が好きです。

プロジェクト概要

今年度の活動実績・進捗

南阿蘇村農業みらい公社の事務員として活動をし
ています。農地登録などの事務から農業体験イベン
ト、マルシェの企画運営や農産物の発送、納品など
幅広い業務内容です。

●南阿蘇の風景をつくるごはん

●Organic Farming Day -南阿蘇の有機を楽しむ。-

10年、20年先も南阿蘇村の風景を残していきたい！
私は南阿蘇村の風景が大好きですが、この風景はあたりまえに存在するものではありませ

ん。農業者が田畑を耕し、山では牛の放牧や野焼きが行われることでこの南阿蘇の風景は
「つくられて」います。「南阿蘇の風景をつくるごはん」を合言葉に観光施設や飲食店、農
業者と連携を組み南阿蘇村の風景を残していく取り組みを行っています。

なんでも経験！自分で食べる分は自分でつくれるようになりたい。

↑高齢のため管理しきれなくなった畑を借りて生姜
を栽培。その生姜を使用したドリンクをマルシェで
販売しました。生姜は村内4か所で販売中です。

↑「風景をつくるごはん」提唱者の東京工業大学真田
教授のワークショップを開催。食と環境の関わりを学
べるゲームを体験しました。ゲームの南阿蘇村版も作
成予定です。

南阿蘇村で農業体験！南阿蘇ならではの農作物を学ぶ。
農業体験を企画、開催をしています。今年度は全6回。
落花生収穫、稲刈り、そば刈り、みそ作りなど。参加者
の方に農業の楽しさだけではなく、大変さや農作物の有
難みが伝わるような内容をを意識して企画しています。 ↑そばの刈り取り、

脱穀体験

↑そば粉を使った
そばピザ作り実演

とれたてのお野菜、新米がおいし過ぎる・・と移住してきて感銘を受けました。もともと農
業に興味があったので、畑を借りていろいろ育てています。前職ほんの少しパン屋で働いてお
り、パンづくりが大好き。自分で作った小麦でパンを焼いてみたい！と思い素人なりに小麦栽
培してみました。うまくできたのですが、村内に製粉できるところがなく苦労しました（笑）
来年の目標は、米をつくること。大特免許も取得し、たくましい農業女子になってきたと感じ
ます。最終目標は自分で食べる分は自分で作る。自給自足ができる生活を目指しています！

栽培 製粉 製パン

↓「南阿蘇の風景をつくる
ごはん」インスタグラム



Minami-ASO Village.

令和４年度南阿蘇村地域おこし協力隊活動報告

南阿蘇村役場農政課
有機農業推進プロジェクト 氏 名 槌田 晴菜

tsuchida haruna
出 身 大阪府 堺市
隊員歴 ２年目
たくさんのご縁が重なって昨年秋
に南阿蘇村にやってきました。動物
と自然が大好きで、今見えてる景観
を維持あるいは良くしていけるよう
少しづつ活動しています！

プロジェクト概要

今年度の活動実績・進捗

昨年、旧両併小学校に設立された農業公社を
拠点に有機農業推進活動をしています。

◉オーガニックマルシェ開催
◉有作くん申請
◉有機農産物の流通実証
◉農業インターン研修の受け入れ

など。

オーガニックマルシェin南阿蘇
10月2日と12月4日にあそ望の郷で開催されました。
村内外の有機農産物を、有機に興味が有る無しに
関わらずたくさんの人達に知ってもらえる

イベントになりました。

有作くん申請
有作くんとは熊本県が認証する

環境や食の安全に考慮した農産物のこと。
農業の在り方は様々ですが、有機農業を進めること
で環境への負担を減らすお手伝いをしています。

有機農産物の流通実証
各地の産婦人科で給食を作っている会社と提携して、

産後のお母さんたちに安心して召し上がって
もらえるお米や野菜をお届けしています。

お母さんが病院で食べておいしいと感じた物を
継続的に購入できる仕組みを作りたいと思ってます。

農業インターン(11/30～12/13)
南阿蘇村のグリーンツーリズムを含めた観光、
地域づくりのインターン研修を受け入れました。
参加者は2週間村に滞在し南阿蘇村での農業、
震災、生活環境について学んでいただきました。

プライベートでは．．．
・バイクの免許を取りました！
・大特の免許を取りました！
・羊を飼いました！
・バイトを始めました！

有作くんシール

こういうことから、
南阿蘇村の農産物を買い支えてくれる
ファンを増やし、ゆくゆくは移住して
くれる方が増えればいいな～と
思いながら活動中です。

※病院様
インスタ
より引用

(病院食です。)



移住定住に関する情報発信活動をしています。
移住希望の方にご案内する地域情報の集約、地
域の暮らしを体感してもらう交流会の開催、空
き家・空き地バンクの事務サポート、登録に関
する啓発ほか、移住相談、物件に関する相談受
付等。村広報紙にも記事を書いています。

賃貸

31%

売買

69%

所有者_希望契約形態

賃貸 売買 両方

Minami-ASO Village.

南阿蘇村役場定住促進課
移住・定住促進プロジェクト 氏 名 家入 明日美

ieiri asumi
出 身 熊本県熊本市
隊員歴 1年目
その他 自己紹介
進学を機に北海道で17年過ごし、
雑誌の編集者・ライターとして活動
していました。村の暮らしにまつわ
るお話を伝えていきたいです。

プロジェクト概要

今年度の活動実績・進捗

①区長インタビュー
村内37行政区の区長に、地域の特色や移住
者との交流についてお聞きしました。

③空き家バンク関連
2022年6月に制度を大幅変更しました。

任期後に向けて

人
口

知
る 汗

神
祭

農

・希望賃貸価格
平均5.6万円

・希望売買価格
平均1千100万円

・希望売買価格
坪平均1万7千円

家

土地

賃貸

33%

売買

47%

両方

20%

利用者_希望契約形態

賃貸 売買 両方

・希望賃貸価格
平均5.5千円

・希望売買価格
平均1千万円

・希望売買価格
坪平均3.6万円

家

土地

■実際の契約成立物件平均額は
希望平均額より低め

家 賃貸4.8万円／売買900万円
土地 坪 2万円

家

■登録物件が少ない
所有物件について前向きに考える
きっかけをつくることが重要

人を増やせば
いいわけじゃ
ないよね

移住の前に、
地域を知って

一緒に汗を流
すことが大切

小さなお社が
あちこちに

恵みへの
感謝

代々続く営み
が、この景観
をつくって
きたんだよ

②移住者交流会の開催
村の暮らしを体感してもらう、梅仕事を通
じた交流会を開催しました。

ご協力：坂井章加さん
2015年、奈良県から移
住。梅仕事を教わりな
がら、暮らしにまつわ
るお話を伺いました。

移住したい気持ちが再燃！

初めての梅仕事、楽しい！

1＿目指せ2拠点生活
ふるさと熊本⇔心のふるさと北海道

2＿編集者・ライターとして起業
↑Instagram
暮らしや、
ライター仕事
について諸々

南阿蘇村地域おこし協力隊の
Facebookページを作りました！
フォローしていただけるとうれしいです♪ ➡

家

令和４年度南阿蘇村地域おこし協力隊活動報告

■その他条件が合わない．

集落内や分譲地の登録物件多い
⇔眺め重視・集落から離れたところ
の利用希望が多い傾向
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令和４年度南阿蘇村地域おこし協力隊活動報告

南阿蘇村役場農政課
新規就農プロジェクト 氏 名 小屋迫 瑛

こやさこ あきら
出 身 上益城郡甲佐町
隊員歴 １年目
その他
２年前に機会があり、そこから農業
について勉強したいと考え昨年農大
の研修に１年間通いました。

プロジェクト概要

今年度の活動実績・進捗

農業みらい公社（拠点：旧両併小学校）で活動し
ています。村内の農地を健全な状態で維持し、農
業の新たな担い手になるために日々圃場で農作物
を栽培し技術を学ぶことに努めています。

・ショウガ定植、収穫、出荷
・田植え、稲刈り
・ニンニク定植
・落花生定植、収穫、出荷 など
〈イベント〉
・オーガニックマルシェ
・稲刈り体験
・ショウガ収穫体験 など

独立してからはアスパラガスで就農することに決
めました。現在は受け入れ農家をされている藤原
孝誠さんのもとで技術を学んでいます。

アスパラガスについて実際に植わっているのを見
たのは今年が初めてで研修に行くと知らないこと
ばかりで研修に行くのが毎回楽しいです！

協力隊の任期は２年間なので限られた時間の中で
できる限りのことを学び独立後に生かせるように
努めていきます。

ショウガを管理機で土寄せをして
植えています！
（管理機での作業はバランスをとる
のが大変で腕が筋肉痛になりまし
た。）

ニンニクを手植え中！！！
（1人でやるには気が遠くなる
作業でした。）↓
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南阿蘇村役場農政課
新規就農プロジェクト 氏 名 鈴嶋 千芳子

すずしま ちほこ
出 身 熊本県氷川町
隊員歴 １年目
その他
大学卒業後はヨルダン、カンボジア
で勤務しましたが、就農を目指して
熊本にUターン。任期後は無肥料無
農薬の自然栽培で麦・大豆などの穀
物とハーブと野菜を育てます！

プロジェクト概要

今年度の活動実績・進捗

旧両併小学校を拠点として、南阿蘇村農業みら
い公社（以下公社）がおこなう農地の管理や農
業生産と合わせた２年間の研修で知識や技術を
身につけ、２年後には国の制度などの支援を受
けながら自立就農することを目指します。

公社が借受けた農地で、土地利用型作物の栽培管理を農業研修の一環として行ってきま
した。私たち新規就農プロジェクト第1期生研修開始の2022年3月以降、水稲・生姜・落
花生・大豆・ごま・えごま・じゃがいも・にんにくを指導のもと栽培・管理し、収穫し
た作物の出荷までの一端を農政課の協力隊とともに担っています。

また、公社外では村内の椛島農園（有機栽培・少量多品目の路地野菜）での現場研修で有
機野菜の栽培を学び、有機農業に関する研修や県内の有機農家さんへ訪問し勉強する機会
もいただきました。

任期終了後の独立就農ビジョン

農業を生業としようと思ったきっかけが輸入資材に頼った
農業や安価な食品の輸入、遺伝子組み替え食品やゲノム編
集技術を使った農産物などの不自然な食べ物など、日本の
食を取りまく現状に危機感を抱いたからということもあり、
農業をするなら地域の資源を利用した循環型の農業を在来
種・固定種の作物でと決めていました。その中で公社での
研修が終わる2024年3月の独立就農を目指して、古代小麦
（グルテン量が少なく、アレルギーが出にくいと言われて
いる）の試験的な栽培を始めました。小麦の裏作では、在
来大豆の栽培を行う予定で、オーツ麦の栽培も検討中で
す！

勉強会にて水稲の圃場の見学の様子 ニンニクの植え付けの様子 収穫・出荷後、売り場に陳列された新生姜

古代小麦の播種風景
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南阿蘇村役場農政課
新規就農プロジェクト 氏 名 宮脇 悠

みやわき ゆう

出 身 熊本市
隊員歴 1年目
川後田区在住
建築施工管理技士
大型特殊自動車運転免許
建設・解体重機技能資格
自然豊かな南阿蘇で
米農家になる為移住してきました

プロジェクト概要

今年度の活動実績・進捗

見本用

下線、太文字、イタリック調、マーカー、

枚は必ず入れること。

」くらいになるようにお願いします。

〇 2年内の就農と定住
〇耕作放棄地解消に向けた新たな取り組み
〇持続可能な田園風景の維持
〇独立の為の農業技術と知識の習得
〇南阿蘇村の農地保全
〇南阿蘇村の農と食を村外へPR
〇南阿蘇村の農産物を特産品に
〇南阿蘇村の農業を体験してもらう企画

トラクター耕耘の
研修を受けました
南阿蘇村河陽

南阿蘇の農業に
ふれてほしくて
種まきから収穫まで
体験できる企画を
開催しました

南阿蘇村河陽（栃木）

田植研修を受けました
南阿蘇村河陰（久木野）

ライスセンターで
乾燥機整備などの

研修を受けました
南阿蘇村河陽（喜多）

播種の研修を受けました
南阿蘇村河陽（栃木）

米乾燥籾摺りの
研修を受けました

南阿蘇村河陽（喜多）

ORGANIC FARMING DAY
稲刈体験を県内外から

受け入れました
南阿蘇村河陽（喜多）

水田除草の研修を
受けました

南阿蘇村河陽（喜多）
南阿蘇村有機肥料
生産センターで
堆肥づくりなど
研修を受けました

南阿蘇村吉田

Minami-ASO Village.

村内就農を目指し日々奮闘中です
美味しいお米を作れるよう頑張ります

たくさんの方に
日頃支えられて
感謝しております！
気軽にお声掛けいただけたら嬉しいです
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南阿蘇村役場農政課新規就農プロジェクト
氏 名 長澤 静香

Nagasawa  Shizuka 
出 身 熊本西合志町
隊員歴 １年目

高校卒業後は東京の服飾専門学校へ
行き、15年の東京生活からとある
きっかけで熊本へUターン🗼✈🌋

サービス業と食の世界から農業へ…
現在は有機栽培苺を勉強中！
農×観光×景観保全を目指します✨

プロジェクト概要

今年度の活動実績・進捗

★2024年の新規就農に向けた準備（有機栽培苺）
★村内の農地を活用した栽培技術習得研修
（米,麦,大豆,雑穀,露地野菜等の土地利用型作物）
★有機農業に関する研修やイベント
★村内の中核農家等での実践研修
★両併小学校での座学研修
★地域行事や共同作業に参加、村内農業者と交流。

🔴栽培管理
・米、大豆、エゴマ、ゴマ、
生姜、落花生、秋じゃが、
ニンニクなど

🔴販路戦略
・様々なSNSアカウント作成/運用
・村内４店舗＋ネット販売
・農業フェア、マルシェ出店
・生姜のジンジャーエール販売

🔴イベント企画運営
・「オーガニックマルシェin南阿蘇」（10月.12月）
・有機農業体験イベント「オーガニックファーミングデー」（7月～翌1月 全7回）

🔴学び
・大特免許取得！
・有機の学校/BLOF理論
・熊本有機農業研究会公開講座
・「風景をつくるごはん」カードゲーム

🔵村内外の農家で実践研修
・O2farmさん（合鴨農法）
・南阿蘇ふれあい農園さん（苺観光農園）
・松田さん（オペレーター）
・いとう農園さん（有機JAS苺/山鹿）

🔵私なりな環境保全
・第６駐在区の水路掃除参加
・メェメェの会入会
・阿蘇ジオガイド６期生

🔵個人的なイベント関連
・田んぼのヒエ取りボランティア企画（御礼は“おみそしる倶楽部のお食事券”）
・村内飲食店 “おみそしる倶楽部”の出張イベント手伝い
・山梨アナンダ出張羊毛講習会
・県大特別講座「持続可能な社会と農業」に代打ゲストスピーカーとして登壇

連棟ハウス(1.5反～2反)を探しています💦
090-9850-1817までご連絡を💦

インスタです
よかったらフォローを✨



任期終了後に向けて

今年度の活動実績・進捗

プロジェクト概要プロジェクト概要

令和４年度南阿蘇村地域おこし協力隊活動報告

氏 名 吉田 洋樹
よしだひろき

出 身 人吉市
隊員歴 四ヶ月
その他 地域おこし協力隊として
活動する以前は、宮崎県えびの市
で四十年以上に渡り、有機農業に
取り組まれている農業生産法人 本
坊農園で一年三ヶ月の生産現場を
経験してきました。

南阿蘇村役場農政課
新規就農プロジェクト

新規就農プロジェクトは、村内の農地を将来に
渡り健全に維持し、新たな担い手となる新規就
農者を育成すること目的としています。
私たちの活動拠点である南阿蘇村農業みらい公
社が借り受けた農地を活用した栽培技術習得の
研修を始め、村内の中核農家や農業生産法人等
での実践研修を通して新規就農を目指します。

今年度の活動実績・進捗

地域おこし協力隊としての活動期間は四ヶ月と
短い期間ではありますが、これまでに携わった
農作物は、水稲、ゴマ、エゴマ、じゃがいも、
ニンニク、生姜、落花生、大豆と多品目の栽培
技術習得の場を経験しています。実際に生産さ
れた農作物の一部は、インターネット販売や道
の駅あそ望の郷くぎので販売されており好評を
頂いています。生産から販売のプロセスを学ぶ
中で、痛みやすい作物の貯蔵方法や販売方法を
プロジェクトメンバーと試行錯誤しながら対策
を考え改善し、課題を解決した時の達成感は忘
れることができません。
また、私たちの活動は生産現場だけではなく、
一般の参加者を募り農業体験の機会を提供する
「オーガニックファーミングデイ」を定期的に
開催しており、南阿蘇村の魅力を農業の面から
も発信する活動にも取り組んでいます。

任期終了後は、新規就農者として独立します。
私が主に栽培していきたい作物は、甘薯を始め
とした秋の味覚と、多くの人を魅了する南阿蘇
村の自然豊かな風景やイメージと親和性のある
ハーブの生産にチャレンジしたいと考えていま
す。現在は独立に向けて、甘薯を栽培されてい
る中核農家やハーブを栽培している農業生産法
人に栽培技術習得の為の研修に励んでいます。

任期終了後に向けて

【耕耘の風景】
着任後に初めて
吉田地区の耕耘
を担当

【農業体験】
そばの刈り取り
体験の参加者と
記念撮影

【稲刈り】
コンバインに乗
車しての稲刈り
の技術習得

【研修①】
星ヶ峰農園にて
甘薯の栽培研修

【研修②】
南阿蘇農園にて
ハーブ栽培研修
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南阿蘇村役場健康推進課

シルバー人材開拓プロジェクト業務
氏 名 赤星 静香

Akahoshi Shizuka

出 身 京都府京都市
隊員歴 一か月目
趣味：キャンプ

写真撮影
散歩・ゲーム
etc...多趣味です

プロジェクト概要

今年度の活動実績・進捗

この道、一筋 １３年！

介護福祉士の経験を活かし
何か一つでもお役に立ちたい！

皆様に寄り添い、共に歩みながら

人生の【生きがい】を探すー…
そのお手伝いをさせて下さい。

南阿蘇村社旗福祉協議会内にある
シルバー人材センターにて勤務しています。
皆様の“人生のいきがい”をご支援させていただく為
只今、通常業務を誠意習得中です！
いずれ、現場にて皆様にお会いできることを
楽しみにしています！
その際は、お気軽にお声掛け頂くとうれしいです。

騒がしいのに

静香です！

＊通常業務習得期間
いち早く、皆様のお役に立てる様
日々 勉強させて頂いてます！

ＰＲＯＦＩＬＥ

１８歳：高等学校卒業後、無資格で 看護補助者として 病院に入職
１９歳：京都から神戸へ 引っ越し
２０歳：回復期リハビリテーション病院へ入職

２３歳：結婚
２４歳：介護福祉士の資格を取る為、独学で勉強を

始める。
排泄のお困りごと相談に乗りたい！と
“おむつフィッター３級”も取得

２５歳：介護福祉士資格取得

その後、移住寸前まで リハビリ
病院にて １１年 勤務を続ける

南阿蘇村地域おこし協力隊入隊


