
奈良・下北山
むらコトアカデミー

第 ４ 期

募集要項

２０１９年４月２６日公開版
主催：奈良県下北山村



はじめに

■趣旨・目的

奈良県南部・世界遺産の大峯奥駈道・前鬼などの修験道の歴史を伝える史跡、バスフィッシングのメッ

カとして全国に知られる池原ダム湖など、豊かな森と水に恵まれた山村、「下北山村」。

人口900人足らずの小さなこの村が、首都圏のソーシャル層とのつながりづくりをテーマに、雑誌ソト

コトとともに『奈良・下北山 むらコトアカデミー』を開講します。

講座では、奈良県下北山村の現状を学ぶ基礎レクチャー、グループワークや現地実習を通じて地域の可

能性や受講生一人ひとりとのつながり方を見つけプランを作成します。

■対象者および参加条件等

◎奈良県下北山村における地域づくりや村とのつながりづくりに関心がある方で、全５回の都内開催講

座（奈良県下北山村など、2泊3日で行う《現地実習》を含む）に参加可能な社会人、大学生の方。

◎PCスキル及びインターネット環境のある方。

■募集人数

１０人程度 ※ただし選考基準による規定の最大人数であり、定員を保証するものではありません。

■応募締切

２０１９年７月４日(木)

■実施スケジュールと開催会場 ※日程・会場等、都合により変更する場合があります。

講座回 月 日 会 場 名

第１回 ６月１６日（日）
奈良まほろば館
https://www.mahoroba-kan.jp/

第２回
７月１３日（土）～
１５日（月・祝）

奈良県下北山村内にて現地実習

第３回 ９月８日（日）

奈良まほろば館
https://www.mahoroba-kan.jp/

第４回 １０月２０日(日)

第５回 １１月１６日(土)

★奈良県下北山村へのインターンシップ（第3回）について

・奈良県下北山村内各地

・短期滞在（2泊3日）していただきます。
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会場案内地図

奈良まほろば館（〒１０３－００２２ 東京都中央区日本橋室町１－６－２）

（https://www.mahoroba-kan.jp/）

◇東京メトロ銀座線・半蔵門線「三越前駅」A1出口上がってすぐ

【本講座 第１回、第３回～５回開催会場】

（正面入り口） （会場の様子）



講座について
■講座の概要

◎奈良県下北山村内の現状を学ぶ基礎レクチャーから課題解決のブレインストーミング、グループワー

クなどを通じて考えを深め、地域内で実施する短期インターンシップにて、現場の声を聞き、体験す

ることで下北山村の現状をより深く読み解く力を養成します。

◎上記の講座の受講、およびインターンシップでの体験を通して得た下北山村の可能性や自身のつなが

り方を整理したプランをまとめ、その後のアクションを検討します。
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開催スケジュール 内容・会場等、都合により変更することがあります。

説明会①＜＠奈良まほろば館＞４月２６日(金)

説明会②＜＠奈良まほろば館＞５月１０日(金)

応募締切７月４日(木)

第２回 現地インターンシップ（＠下北山村）７月１３日（土）～１５日（月）

第３回 講座（＠奈良まほろば館）９月８日(日)

第４回 講座（＠奈良まほろば館）１０月２０日(日)

第５回 講座（＠奈良まほろば館）１１月１６日(土)



講師からのメッセージ

■指出一正氏 ＜講師＞『月刊ソトコト』編集長／株式会社木楽舎 取締役

さしで かずまさ

１９６９年群馬県生まれ。上智大学法学部国際関係法学科卒業。国内外のソーシャルな動
きにいち早く注目し、ソーシャルグッドな取り組みやそこに関わる人、コミュニティを精
力的に取材。近年は、ソーシャル人材を育成する講座の講師としても人気を博している。
奈良県「奥大和アカデミー」メイン講師、奈良県下北山村「奈良・下北山 むらコトアカデ
ミー」メイン講師、島根県「しまコトアカデミー」メイン講師、高知県文化広報誌『とさ
ぶし』編集委員、静岡県「『地域のお店』デザイン表彰」審査委員長、広島県「ひろしま
さとやま未来博２０１７」総合監修、長野県長野市WEBメディア『ナガラボ』編集長をは
じめ、地域のプロジェクトに多く携わる。著書に『ぼくらは地方で幸せを見つける』（ポ
プラ新書）。

私にとって、ローカルの原風景といえる存在が奈良県下北山村で

す。下北山村には、２０代前半から毎年のように、キャンプと釣

りに訪れていました。野生動物を育む急峻で美しい山々の風景と、

冷たく透明な水に恵まれた下北山村は、アウトドアの聖地です。

この「奈良・下北山むらコトアカデミー」では、私の大好きな

下北山村と、その自然たっぷりの地域資源を教科書に、村を盛り

上げるローカルデザインとソーシャルデザインを考えていきます。

たくさんの下北山村の「宝物」をみんなで見つけて、村の方々と

ともに、自分ごととして関わりながら、未来をつくっていく手応

えを感じていきましょう!
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メンター・ゲストの紹介

下北山村出身。高校卒業後は、京都・大阪・東京と移り住み、30年ほど村を離れていたが
2018年に帰郷。現在はフリーランスのデザイナーとして造園・外構設計、企画提案、紙媒
体デザインなど、プロダクトから空間まで総合的なデザイン業務を行っている。また、料
理や物づくり、最近は野菜を育て始めたりと、日々の暮らしを楽しむことを趣味としてい
る。

■福野 博昭氏
ふ く の ひ ろ あ き

１９６０年奈良市生まれ。奈良県職員。ならの魅力創造課、南部東部振興課などを経て、現
在奈良県地域振興部移住・交流推進室長。数年前に雑誌の取材をきっかけに坂本大祐氏と出
会い、東吉野村の未来を話し合い、構想をふくらませた結果「ＯＦＦＩＣＥ ＣＡＭＰ東吉
野」を誕生させた。公務員といいながら職場にはほとんどおらず、常にあちこち動き回りな
がら人と人をつないでいる。面白い！と思ったことは、すぐに実現させるべくスピードとプ
ロデュース力を発揮。

下北山村ってどんなとこ？「山奥」だけれども、車で40分くら

いで海に行ける。という、山も海も、もちろん川もダム湖も楽

しめる、自然豊かな山村です。

2017年の「むらコトアカデミー第2期」の受講をきっかけに、昨

年30年ぶりに下北山村にUターンして早一年。そんな私が今年

はメンターとして、みなさまを迎え入れる側に参加します。

下北山村に興味を持ってくださり、受講してくださるみなさま

に、何かしらの“関わりしろ”を持っていただくお手伝いが出来

たら良いなぁ…と思っています。

■山岡 伸子氏 ＜メンター＞non-design デザイナー

やまおか のぶこ

奥大和の最深部に位置する下北山村は、温暖な気候に恵ま

れ、手つかずの自然にあふれ、心あたたかい人々が暮らす

ところです。むらコト第一期生も下北山村での生活を体験

し、受講生それぞれが下北山村の新しい魅力を発見してく

れました。それがまた新しい動きにつながっています。下

北山村の地域資源を活かした「暮らし」を一緒に考えみま

せんか？
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講座内容（全５回）

各回テーマ

日時 時間 内容と講師

【第１回】下北山村の魅力と課題を学び、プランの種を考えてみよう

6月16日
(日)

11：00～
14：00

１．オリエンテーション 10分
２．レクチャー① 15分

「下北山村の地域資源と人、そして課題を知る」 奈良県下北山村
３．レクチャー② 20分

「ローカルヒーロー達の時代」指出一正氏
４．むらコトトーク・セッション 45分

「首都圏と地域をつなぐ、奈良・下北山むらコトアカデミーにできること」
ナビゲーター 指出一正氏 ソトコト編集長
ゲスト 下北山村長

山岡伸子氏 講座メンター
福野博昭氏 奈良県地域振興部次長

５．グループワーク 80分
６。現地実習にかかる説明 10分

【第２回】『下北山村現地インターンシップ』

7月13日(土)～7月15日
（月・祝）

初日 １３：３０ 熊野市駅集合。下北山村に向けて出発。現地訪問。村内泊。
2日目 終日：現地訪問。村内泊。
3日目 午前：現地訪問＋振り返りワーク 昼食後：出発。１６：００大和八木駅解
散。

【第３回】『むらコトプランを考えよう①』

9月8日
（日）

11：00～
14：00

１．オリエンテーション 10分
２．トークセッション 20分
３．グループワーク 120分
１）現地インターンシップの振り返り
２）プランの柱を考える
４．講座振り返り 10分

【第４回】『むらコトプランを考えよう②』

10月20日
(日)

11：00～
14：00

１．オリエンテーション 10分
２．プランの共有 50分
３．グループワーク プランのブラッシュアップ 100分
４．プラン発表にかかる説明 20分

【第５回】『むらコトプラン発表』

11月16日
(土)

11：00～
14：00

１．受講生発表と講評
２．閉校式
＊ 修了証 授与

※ 講座の内容は受講生の希望・動向を考慮して、随時更新する予定です。
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現地インターンシップ内容（【第２回】７月１３日(土)～１５日(月・祝)）

７月１３日(土) ＜１日目＞

行程 プログラム 内容

13:30 熊野市駅集合・出発 ◎移動用車両に乗車し、移動します。
◎指出講師、山岡メンターからの実習テーマについてのお
話
◎現地訪問
【現地訪問の狙い】
①課題モデルの現場訪問
②訪問地域で活躍してる人、注目の取り組み
③上記①に関連する資源、場所など
・活動現場の見学
・キーパーソンのお話＋受講生インタビュー

◎1日の振り返り

13:30～
14：20

下北山村へ移動

14：20～
19：00

現地訪問

19：00～

夕食
入浴
振り返りワーク
宿泊

７月１４日(日) ＜２日目＞

行程 プログラム ねらい

7：30 朝食 ◎移動用車両に乗車し、移動します。
◎現地訪問
【現地訪問の狙い】
①課題モデルの現場訪問
②訪問地域で活躍してる人、注目の取り組み
③上記①に関連する資源、場所など
・活動現場の見学
・キーパーソンのお話＋受講生インタビュー

◎1日の振り返り

◎村の方との交流会

8：30～
12；00

現地訪問

12：00～ 昼食

13：00～
17：30

現地訪問

17：50～
18：50

入浴
振り返りワーク

19：10～ 村の方との交流会

７月１５日(月・祝) ＜３日目＞

行程 プログラム ねらい

7：30 朝食 ◎移動用車両に乗車し、移動します。
◎現地訪問
【現地訪問の狙い】
①課題モデルの現場訪問
②訪問地域で活躍してる人、注目の取り組み
③上記①に関連する資源、場所など
・活動現場の見学
・キーパーソンのお話＋受講生インタビュー

◎総振り返り

8：50～
12：00

現地訪問

12：00～ 昼食

12：50～
13：50

振り返りワーク

14：00～
15：30

大和八木駅へ移動

16：00 解散

※ 講座の内容は受講生の希望・動向を考慮して、随時更新する予定です。

※ 荒天時の場合は、日程を延期または再調整等を行います。



受講応募について
■応募方法

１）申請書類

応募に際しては、 下記サイトの「応募フォーム」より必要事項をご記入のうえご応募ください

◎下北山むらコトアカデミー講座 講座情報ページ
URL: https://forms.gle/DXpvsT4SenaptNRn6

※講座の最新情報は、下記のサイトをご覧ください。

◎下北山むらコト・アカデミー・フェイスブックページ

https://www.facebook.com/shimokita.ac/

２）募集期間

2019年４月２６日(金)～2019年７月４日(水)

■受講料・お支払い方法 次ページをご覧ください。

■お問い合わせ先

・応募に関するご相談やお問合せは、下記事務局までお願いいたします。

・アカデミー 事務局（下北山村役場 地域創生推進室） 担当：水本

・E-mail: shimokitayamavillage@gmail.com

■個人情報の取り扱いについて

・ご応募いただいた資料および個人情報は、本事業内の目的で利用し、適切に管理致します。

それ以外の目的での使用はいたしません。

■取材協力のお願いについて

本講座は、Facebookページ、下北山村並びに奈良県公式サイト等広報媒体、雑誌『ソトコト』、奈良

県内メディアの取材等において、講座やインターンシップの活動状況を取材・掲載させていただく予定

です。あらかじめご了承のほどお願い申しあげます。

なお、写真掲載等を希望されない方はご配慮いたしますので開講前にご連絡ください。
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受講費について
■受講費について

受講費 12,000円

・講座資料費

・インターンシップのプログラムにかかる経費（ただし、下記「受講費に含まれない費用」は除く。）

＊受講費に含まれない費用

・講座後に実施する懇親会費

・インターンシップでの一部飲食代

・通学交通費 ＊現地実習にかかる交通費には助成があります。（お一人様あたり上限10,000円）

・そのほか受講費以外の経費

※詳しくは説明会で発表します。

■お支払い方法

下記期限までに参加費用（12,000円）をお振込みにてお支払いください。

【お振込期限】

別途お知らせいたします。

※お振込先はお申込み時にご連絡いたします。振込手数料は恐れ入りますが各自ご負担下さい。

※学生の方は支払方法等につきまして個別相談に応じます。
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＜運営事務局＞
奈良県 下北山村役場
〒639-3803奈良県吉野郡下北山村寺垣内983
HP:http://www.vill.shimokitayama.nara.jp/
E-mail: shimokitayamavillage@gmail.com
Facebookページ: https://www.facebook.com/shimokita.ac/

http://www.vill.shimokitayama.nara.jp/
mailto:shimokitayamavillage@gmail.com
https://www.facebook.com/shimokita.ac/

