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㴟㴝㴝㴞 ෞ
●　自然塾寺子屋発足
●　炭焼き等
●　国際理解講座出前講座等

㴟㴝㴝㴡 ෞ
●　青年海外協力隊 村落開発普及員技術補完研修、
　　JICA 海外研修員受入を定期的に行うように

㴟㴝㴝㴥 ෞ
●　「農家民泊セミナー」
●　「甘楽富岡国際農村フォーラム」

㴟㴝㴝㴟 ෞ
●　国際寺子屋実施
●　外国にルーツを持つ児童・生徒等交流サッカー大会
●　JICA 海外研修員受入事業受け入れ開始

㴟㴝㴝㴢 ෞ
●　青年海外協力隊 野菜栽培技術補完研修 (6カ月間 )スタート

㴟㴝㴝㴦 ෞ
●　「農活！稲作プロジェクト」スタート
●　地域活性化ブランド「純愛」宣誓式 in 富岡製糸場㴟㴝㴝㴠 ෞ

●　NPO法人格取得
●　青年海外協力隊 村落開発
　　普及員 技術補完研修スタート

㴟㴝㴝㴤 ෞ
●　「甘楽富岡農村大学校」設立
●　県農産物 PR「ブルーベリーオリジナル料理＆スイーツコンテスト」

㴟㴝㴞㴝 ෞ

●　第 2回「農活！稲作プロジェクト」田植え
●　第 2回「農活！稲作プロジェクト」草取り
●　第 2回「農活！稲作プロジェクト」稲刈り

㴟㴝㴞㴞 ෞ

●　地域ブランド“純愛 ” 東京・ぐんまちゃん家「ブラジルデー」
　　イベント出店
●　第 3回「農活！稲作プロジェクト」田植え
●　第 3回「農活！稲作プロジェクト」草取り
●　第 3回「農活！稲作プロジェクト」稲刈り
●　シンポジウム：「国内外の農業開発に携わる人材の育成を考える～
「田舎で働き隊」農業実践研修の経験から」開催
●　「甘楽富岡国際農村フォーラム2012」開催
●　企業の人材育成研修スタート（株式会社資生堂 CSR 部ほか）

㴟㴝㴞㴟 ෞ
●　第 4回「農活！稲作プロジェクト」田植え
●　田んぼで愛を叫ぶ＆きずな駅伝
●　第 4回「農活！稲作プロジェクト」草取り
●　第 4回「農活！稲作プロジェクト」稲刈り
●　上毛新聞「風っ子探検隊 子ども農業体験」
●　「群馬県における青年海外協力隊帰国隊員の動向に関する
　　調査報告会」
●　甘楽町長・農村大学校長 青年海外協力隊活動現場視察（マラウイ）

㴟㴝㴞㴠 ෞ
●　第 5回「農活！稲作プロジェクト」田植え
●　第 5回「農活！稲作プロジェクト」草取り
●　純愛ブランド商品開発 ( 季節のドレッシングやサルサ、
　　ゆず胡椒、ゆず茶のもと）
●　第 5回「農活！稲作プロジェクト」稲刈り
●　甘富八策～コンニャク体験～
●　甘富八策～下仁田ネギ体験～
●　シンポジウム「日本も元気にする国際協力
　　～甘楽富岡から日本と世界を元気に」
●　甘富八策～稲作体験、コンニャク体験、下仁田ネギ体験他
●　シンポジウム「新シルクロードへの創造」
　　（ 富岡市、八王子市、横浜市）

20years history



㴟㴝㴟㴝 ෞ
●　「嬬キャベ海外協力隊プロジェクト」
●　第 12回「農活！稲作プロジェクト」田植え
●　第 12回「農活！稲作プロジェクト」稲刈り
●　JICA 北岡理事長来訪

㴟㴝㴟㴞 ෞ
●　高野一馬理事 群馬県優良青年農業者表彰
●　浅井広大専門員 大日本蚕糸会主催「第９回蚕糸絹業提携確立
　　技術・経営コンクール」会頭賞受賞
●　第 13回「農活！稲作プロジェクト」田植え
●　第 13回「農活！稲作プロジェクト」稲刈り
●　FASID　2021 年度「国際開発入門コース」出講
●　JICA 四国「ローカル SDGs 四国の創り手人材研修」出講

㴟㴝㴞㴤 ෞ
●　群馬県地域おこし協力隊アドバイザー派遣開始
●　第 9回「農活！稲作プロジェクト」田植え
●　第 9回「農活！稲作プロジェクト」稲刈り
●　「観光振興フォーラム～地域資源と交流を活かした地域振興～」

㴟㴝㴞㴥 ෞ
●　第 10回「農活！稲作プロジェクト」田植え
●　第 10回「農活！稲作プロジェクト」稲刈り
●　Tony の西毛見聞録（上信電鉄沿線のローカルツーリズムを探る）

㴟㴝㴞㴦 ෞ
●　第 15回 JICA 理事長賞 受賞
●　第 11回「農活！稲作プロジェクト」田植え
●　第 11回「農活！稲作プロジェクト」稲刈り
●　「地域おこし／海外協力隊のその先へ～甘楽富岡持続会議～」開催

㴟㴝㴞㴣 ෞ

●　「甘楽町と青年海外協力隊１５年の歩み」記念式典開催
　　( 青年海外協力隊 50周年、自然塾寺子屋 15周年 )
●　平成 28年度ふるさとづくり大賞 総務大臣賞受賞
●　コミュニティ・ベース 古民家かふぇ「信州屋」運営スタート
●　カンラ・デ・ホンジュラス
●　第 8回「農活！稲作プロジェクト」田植え
●　カンラ・デ・ハーブ～ママとベビーのためのナチュラル子育て～
●　カンラ・デ・イタリア
●　「水曜どうでしょう」出展
●　女性のためのアウトドアレッスン「ガールズ・リーダーズ・キャンプ」
●　若手農業者連携交流事業～甘富 x 邑楽館林～
●　グローバルフェスタ登壇
●　第 8回「農活！稲作プロジェクト」稲刈り
●　甘楽町英会話教室スタート
●　「甘楽会議」開催
●　「移住体験交流ツアー」開催
●　「米米ナイト」開催

㴟㴝㴞㴢 ෞ
●　「株式会社 自然塾寺子屋」を設立（株式会社の利益の一部をNPO
　　法人に還元し、持続可能な事業運営を開始）
●　第 6回地域再生大賞 優秀賞 受賞
●　「シルクカントリーぐんま～絹の国ふるさと祭りin 甘楽～」
●　第 7回「農活！稲作プロジェクト」田植え
●　「甘楽町商工観光展 in 北区」出展
●　ていねいなくらし～五感で感じる甘楽の旅～
●　第 7回「農活！稲作プロジェクト」稲刈り
●　「東京ハーベスト」出展
●　地域創生 EXPO「まちてん」参加
●　ネパール食堂
●　群馬県地域おこし協力隊研修会
●　国際寺子屋「タンザニアの人と雄川堰を歩こう」

㴟㴝㴞㴡 ෞ
●　第 6回「農活！稲作プロジェクト」田植え
●　甘楽富岡モニタリングツアー
●　岡谷モニタリングツアー
●　第 6回「農活！稲作プロジェクト」稲刈り
●　「新シルクロードへの創造～食・デザイン・観光～」in 岡谷
●　「岡谷で探る絹の道　岡谷編」～わが国の蚕糸・製糸産業を
　　リードした岡谷の魅力を考える～
●　農大マルシェ出展

20years history





ઢ

㹈
ࠦ
ʝ

 東京都出身。自動車ディーラーの営業職を経て、
28歳から30歳まで青年海外協力隊に参加。マラウ
イに村落開発普及員として赴任。帰国後はJICAの
協力隊事務局などに勤務し、現在は在宅医療を展
開する企業で担当エリアの責任者として勤務。 

－協力隊での経験はどうでしたか？
マラウイでは、農業省の地方事務所に配属され、

農村部の方々へ食品加工やマーケティングを指導

する活動をしていました。朝8時くらいにバイクで

事務所に行き、スケジュールを同僚と確認後、村々

を回る。農作物をどうやって現金化していくのか、

付加価値をつける方法など、商売のやり方を教えて

いたわけです。 何より驚いたのは、日本のルールや

法律、やり方などが全く通用しなかったことです。

みんなが喜怒哀楽のままに生活しているというか。

でも、だからこそ現地の方に対して「こうしなけれ

ばいけない」というルールに縛られずに本当に役立

つことを提案することもできて、私はそこに居心地

の良さも感じていました。 

－大塚さんは、なぜ協力隊に？－大塚さんは、なぜ協力隊に？
もともと私は自動車ディーラーの営業マンをして

いて、青年海外協力隊についてはテレビで観たこと

がある程度の理解でした。しかし2005年のある日、

友人に紹介してもらった隊員OBと会う機会があ

り、話を聞いているうちに「自分の存在が途上国の

発展において役立つんじゃないか」と思い、調べ始

めたことがきっかけです。ちょうどその2年ほど前

に父親を病気で亡くし、人生観について考えていた

時期でもありました。 

するのも、イベントでたこ焼き屋さんをやるのも、

私にとってはライフワークみたいなもので（笑）。

関わった人が「楽しかった」「また来たい」「もっと

知りたい」と思ってくれるように動くのが、私の寺

子屋の中での役割だと思っています。寺子屋は、す

べての人の可能性にスポットが当たる場所です。そ

の価値観を、言葉ではないところでも感じてもらえ

たら嬉しいですね。

－自然塾寺子屋との出会いは？
 最初の出会いは協力隊の技術補完研修を受けた

2006年で、矢島さんからは「必ず生きて帰って、現

地での活動を報告しに来い」と言われていました

（笑）。その言葉に従い、帰国してすぐに甘楽町を訪

れ、そこから定期的に相談などをさせてもらってい

ました。 その恩義もあるので、私の頭には常に「協

力隊・寺子屋OBとして何ができるか」という考えが

ありまして、まずは寺子屋のイベントを盛り上げる

ことから始めました。寺子屋は海外との関わりだけ

でなく、農業・食・群馬県・甘楽富岡と色々な領域を

横断していますから、これは何らかの形で広く社会

に届けるべきだと思っているんです。 

－人の役に立ちたい、という思いが一貫してい
ますね。
これから隊員を目指す人たちに向けて経験を発信



宮城県出身。青年海外協力隊としてアフリカ・モザ
ンビークで野菜栽培の指導を経験し、帰国後は甘
楽町にIターン就農。現在は独立し、高野農園の代
表として露地なすや下仁田ねぎを栽培している。

よね。それで4年間学んだことを活かす場所を探し

ていたときに、青年海外協力隊の存在を知りまし

た。

－海外ではどんなことを経験しましたか？
モザンビークという国の農業専門学校で、教員と

いう立場で野菜栽培の指導をしていました。全寮

制になっていて、生徒たちと一緒の敷地に住みな

がら、講義をしたり畑に出て実習をしたり。現地で

実際に農業をしてみて、野菜を作って、食べて、生

きるという一見「普通のこと」がいかに困難である

かを知りました。そこで、「食べ物を作る」という活

動は人の幸せに直結するんだと確信して、帰国後

も農業を生業にしようと思ったんです。

－そもそも、協力隊に入ったきっかけは？
大学ではたまたま農学部に入ったんですけど、農

業っていう活動が自分にすごく合っていたんです

か2年続けました。その後従業員を雇用し、農作物

を作って、売って、給料を払うということに責任を

持ちながら働いています。寺子屋は20周年という

ことですが、本当に時間をかけて地域の人たちの

信頼を獲得してきたんだと思います。「地域に根ざ

す」っていうのは、こういうことなんだなと。未だ

に農業には「きつい」とか「稼げない」といったマイ

ナスのイメージがあるように感じていますが、自

分にとっては、楽しくて魅力的でストレスのない

仕事です。今後もう少し雇用も広げながら、若い人

たちが自分から働きたくなるような環境を作って

いきたいですね。継続して活動し、交流しながら元

気に仕事していれば、勝手にそうなっていくと思

うので。

－自然塾寺子屋との出会いは？
協力隊に派遣される前の研修でお世話になって、

帰国後もスタッフとして4年間活動しました。農業

をやるにしても、道具も持っていなかったし、縁の

ない町に移住してゼロから農業を始めるのは厳し

い。そこで矢島さんに「うちで働きながら準備した

らいいんじゃないか」とお誘いいただいて。寺子屋

では、これから協力隊に派遣される人たちに対し

て農業実習の指導をしました。たとえば井戸やポ

ンプについての講義、かまどの作り方なども。自分

が派遣前に受けた研修に、今度は教える側として

関わることになったんです。

－この町で農業をすることについて、どう考え
ていますか。
最初の何年間かは売上も上がらず、食べていける

か不安になったこともありますが、1人でなんと
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京都府出身。ホンジュラスでの協力隊派遣（村落開
発普及員）を経て、2014年から自然塾寺子屋勤務。
日本と海外の視点と技術をつなぐ研修のコーディ
ネートを行なう。

な流れです。自分に何ができるか分からなかった

けど、とにかく行ってみたい気持ちが大きかった

記憶がありますね。

－寺子屋との出会い
ホンジュラス現地で、寺子屋で研修を受けたこと

のあるホンジュラス人のみなさんにお世話になっ

たんです。私自身は「甘楽」という地名さえその時

に初めて聞いたのですが、彼らにとっては日本＝

甘楽。「帰国したらぜひ寺子屋に挨拶に行ってほし

い」と言われ、まずはイチ参加者として稲刈りイベ

ントに行きました。

たくさんの人がいて、誰が誰だかよくわからない

……という感じだったのですが、今思えばそこに

現在一緒に活動している寺子屋スタッフのみなさ

ん、OBOG、地元の農家の方々がいたわけです。そ

のあとも単発のイベントにも参加して、じわじわ

－協力隊に入ったきっかけ
私は高校まで京都府の宇治市で育ち、アメリカの

大学に進学しました。そのときはボストンに住ん

でいて、自分のことを国際人だと思っていたんで

すが……在学中に9.11（アメリカ同時多発テロ事

件）が起こったことをきっかけに、国際事情のこと

をもっと勉強しなければならないと考えるように

なりました。最初に就職したのは滋賀県の国際交

流協会で、実家から通勤していました。日本の地域

に暮らす中南米地域からの日系人やアジア諸国か

らの留学生のサポート事業などをしていたのです

が、働いているうちに「やっぱり、また海外に行き

たい」という気持ちが募り、協力隊に応募したよう

できる」という考えでしたが、ここにいる人たちは、地

域に根っこを生やして実体験を持ちながら海外に関

係している、責任を持とうとしている人たちです。そ

うしている人の近くにいることで哲学が分かってく

るんだな、と感じているところです。

と寺子屋の活動について理解していきました。そ

して帰国から1年数カ月後、矢島さんに声をかけて

いただき、寺子屋で働くことになりました。

－寺子屋での仕事
研修が走っていればその準備と実施ですが、それ

意外にも地域の活動や海外とのやりとりなど様々

なことを並行して行なっています。寺子屋で働く

ことになる以前から社会人経験はありましたが、

「仕事とは何か」について深く考えるようになった

のは、寺子屋にお世話になってからですね。私たち

が直接関わるのが一部だとしても、その過程で関

係する人たちがそれぞれの力で発展していくよう

な働き方をしなければいけないと思っています。

地域の方々とうわべだけでなく本当に協力しあっ

て、目的の中で団結したり、自分の仕事を見直した

りすること。私も最初は「なんとなく海外の仕事が
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