チャレンジャー求ム
村ではたらく・つくりだす
座談会 ＆ 体感合宿プログラム

参加者募集

STEP 1

集う村、奈良県上北山村（人口 529 人）。
奈良吉野の奥地で、自分のスキル・興味
（デザイン、自転車、野外学習、アウトドア、
奥地でのチャレンジ等）を 活かして 、
村の宿泊・観光施設の再生（企画・運営）
に携わるメンバーを募集
◎こんな人を求めています！◎

ちょっと、気になる、いきなり、応募は不安がある・・。
そんな方々の御参加お待ちしています。

STEP 2

村ではたらく・つくりだす
座談会（＆説明会）
in 大阪＆東京

日本百名山大台ヶ原の麓にあるサイクリストが

体感合宿
in 上北山村

好きなこと・スキルを仕事につなげたい／未知なる
チャレンジがしたい／アウトドア好き／サイクリスト
／事業経営に興味がある／上北山が好き・・etc
未経験者の応募も大歓迎です。

STEP 3

STEP 4

エントリー

選考・採用

※エントリーは、説明会・合宿に参加できなくても可能です。
※説明会・合宿に参加できないけども、関心がある！という方は、裏面事務局までお問い合わせください。
募集概要・採用条件等についてお伝えします。

vo1. 1

移住の先輩に聞く！

vo1. 2

各地域の事例を聞く！

vo1. 3

地域の魅力を聞く！

～
～
～
11 / 9（木） 19：00
11 / 17（金）19：00
11 / 25（土）13：30
21：00
21：00
15：30
クリエイティブネットワークセンター大阪
メビック扇町・交流スペース 2

中之島 SPINNING・3F

（大阪市中央区北浜 2-1-14）
（大阪市北区扇町 2-1-7 カンテレ扇町スクエア3F） 最寄駅：京阪本線「北浜駅」22 番出口
最寄駅：地下鉄堺筋線「扇町駅」2 番出口

【プログラム】
・事業説明
・村へ移住、先輩本音トーク
・なんでも質問！ etc

【プログラム】
・事業説明

ハローライフ・3F
（大阪府大阪市西区靭本町 1-16-14）
最寄駅：地下鉄四つ橋線「本町駅」28 番出口
【プログラム】
・事業説明

・「地方にしかない、新しいシゴトのかたち。」 ・「奈良南部で知る本物スローライフ」
堀口正裕 氏

『TURNS』プロデューサー、
㈱第一プログレス常務取締役

・なんでも質問！

etc

1971 年、北海道生まれ。早稲田大学卒。
新しいライフスタイル、本物の豊かな暮らしを追求し、雑誌「tocotoco」「カメラ日和」「LiVES」等の創刊に尽力。
東日本大震災後、日本を地方から元気にしたい、地方暮らしの素晴らしさを多くの若者に知って欲しいとの思いから、2012 年 6 月
「TURNS」を企画、創刊。「TURNS カフェ」や「TURNS ツアー」、「ＴＵＲＮＳのがっこう」といった、地域と若者をつなぐ各種
イベントを展開。地方の魅力は勿論、地方で働く、暮らす、関わり続ける為のヒントを発信している。
国土交通省 二地域居住等の推進に向けた有識者委員、ビジネス・ブレークスルー大学（BBT 大学）
「Tourism Leaders School」講師、
社会起業大学講師、 丸 の 内 朝 大 学講師、その他、全国各自治体の移住施策、アドバイザー等に関わる。

野口智子 氏

ＮＰＯ法人スローライフ・ジャパン副理事長、
ゆとり研究所所長

・なんでも質問！

etc

千葉市生まれ、新宿区在住。
1992 年ゆとり研究所を開設。
2003 年スローライフ・ジャパンを設立。各地のまちおこ
しに関わる。奈良県では十津川村、吉野町、川上村など。
地域力創造アドバイザー、地域再生マネージャー。

◎各会場の定員：約３０名（会場に余裕があれば当日飛び込み OK）
◎お申込方法：開催日 3 日前までに、お申込フォーム【https://goo.gl/forms/eo1JAhoPa6WyoToj1】より
お申込みください。
※お申込フォームにアクセスできない方は、
①お名前、
②TEL、
③E-mail（PC）
、
④ご希望の説明会会場名を裏面の事務局メールアドレスへお送りください。

QR コードからでも
フォームに進めます

※ご登録でご提供いただく個人情報は、本事業以外の目的には使用いたしません。

東京でも 11/15（水）18：45 ～ 21：00 地域おこし協力隊合同募集セミナー in 東京 移住・交流情報ガーデン
開催！ 11/19（日）11：00 ～ 17：00 地域の魅力発信 & 移住交流フェア in 東京国際フォーラム（地域おこし協力隊コーナー出展）
主催 奈良県上北山村

体感合宿プログラム

開催日（予定）
：

① 2017 年 12 月９,10 日 ② 2018 年 1 月 27,28 日

◎1 日目◎

◎2 日目◎

12：30

昼食＆自己紹介等

アイスブレイク

13：30

先駆者によるレクチャー（1ｈ×2 ～ 3 人）
＆ディスカッション
テーマ（仮）
：
〇不利地を活かす。今、地域、時代に求められるもの
〇宿泊施設運営に求められるもの
〇経営の基礎

16：45

事業説明＆課題発表
※夜～翌 AM までにグループまたは個人にて、
課題（テーマに沿った企画案）に取り組む。

17：45

お風呂

18：45

食事（プチ交流会）

20：00

企画検討

ご都合の良いどちらかの日程にご参加ください。

～ AM まで

企画検討（ホテル等現場見学も）

13：00

企画発表

14：00

振り返り

15：00

解散

＆ 意見交換

※プログラムは予定です。

【定員】10 名程度（最小催行人数 5 名 / 回 ）
※最少催行人数に達しない場合は内容を変更して村内案内、
説明を実施予定

【会場】上北山村内公共施設
【参加費・宿泊費】無料。
※ただし温泉入浴料金及び食費（実費相当）は自己負担。
※集合場所までの交通費は各自負担。
公共交通機関利用の場合は、最寄駅の近鉄「大和上市駅」
（車約 1 時間）
、JR「熊野市駅」
（車約 1 時間）まで送迎可。

◎お申込方法：（締切：開催日 1 週間前）
本事業に関心のある人はどなたでもご参加できます（２日間ご参加出来る方）
。
申込用紙（11 月 1 日より上北山村公式ホームページのトップページの「新着
情報」項目からダウンロード出来ます。
）に必要事項を記入の上、下記事務局
へメールにてお申込み下さい。
大和上市駅へは

大阪阿部野橋駅から約 1 時間 10 分、
京都駅から約 1 時間 40 分（橿原神宮前駅のりかえ）

上北山村 へ

上北山村は、奈良県の南部の山奥、日本百名山大台ヶ原の麓にある人口 529 人の村です。
最寄りの駅は、車で 1 時間。こんな不便な土地ですが、毎年９月には自転車のつわものたちが
激しい坂を求めて 800 人以上が集まるヒルクライム大台ヶ原というイベントを村民中心に
10 年以上続けてきたパワフルな村でもあります。
大台ヶ原を中心とする台高山脈、西には世界遺産に指定されている「大峯奥駈道」を中心に
上北山村全域が「ユネスコエコパーク」に認定され、また、
「森に育まれ、森に育んだ人々の
「森に育まれ、森を育んだ人々の
暮らしとこころ、美林連なる造林発祥の地 ‘吉野’」として日本遺産にも指定されています。
他にも、伝統芸能、美しい滝、温泉、雄大な自然と星空など、まちから遠いからこその魅力もあります。

上北山村

奈良県

上北

お問い合わせ先（事務局）
奈良県上北山村地域振興課 担当：神林、安田、辻井
奈良県吉野郡上北山村河合３３０番地
E-mail：sosei@vill.kamikitayama.lg.jp
tel：07468-2-0001 fax：07468-3-0265

主催 奈良県上北山村

山村

