
村山市地域おこし協力隊

令和２年度活動報告書
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麿 恵美（まろ めぐみ） 

令和元年１０⽉２８⽇に神奈川県横浜市より移住しました。

協⼒隊として令和元年の 11 ⽉１⽇着任、令和２年度で 2 期⽬、令和３

年度で３年⽬の最終年度となり、任務は農業系で農地継承と就農にな

ります。

村⼭市に来る前は神奈川県横浜市の観光果樹園で援農しながらブドウ

や柿やみかん等を３年ほど教わっておりました。

その前は映像機器のレンタル会社や IT 関連会社等で働いていました。 

趣味はインコで愛⿃の映像を Youtube に投稿してたりします。

https://www.youtube.com/channel/UCozYlqzYqy4m7TI9pjD4a_w/vid

eos

自己紹介 

市と直接雇⽤の無い協⼒隊として着任後、協⼒隊終了後に⾃⾝が農家に

なり村⼭市で就農する事を⽬標に活動をしています。

基本的には就農に必要な知識や技術を学びつつ市内の農家さんの下で

研修やお⼿伝いに⽇々従事しています。

活動について

農家になり農業をやりたい！と思ったのは数年前です。

当時は東京都に住んでいたので、ベランダでプランター栽培でしたので

農地のある地⽅に興味を持ち始めた頃です。

その後神奈川県に戻り神奈川県の農業アカデミー（旧農業⼤学校）

で数⽇間の体験コースを受講し、ますます興味を持ちました。

横浜市でも農家の援農⼈⼝を増やす為や家庭菜園をやりたい⼈向けの

講座“市⺠⼤学農業講座（２年間）”を受講。

１年⽬は座学、２年⽬は農家さんの所で実習でした。

実習先の果樹農家さんの下で援農を約３年間しておりました。

その頃は早く農地を持ちたい気持ちでいっぱいで、新・農業⼈フェアに

⾏ったり、⽇々移住情報をチェックしていました。

その後ご縁があり農業の協⼒隊として村⼭市に移住してきました。

農業について

育苗センターと⽥植え

さくらんぼ

市⺠農園



○農業

令和２年 4 ⽉以降

稲の苗の育苗ハウスの研修・⼿伝いから始まり⽥植えの補助作業

さくらんぼが始まってからは２軒の農家さんの元で作業

夏〜秋はトマトのハウス栽培と⾥芋の研修・⼿伝い等の作業

10 ⽉以降は啓翁桜を少しとそば組合の⼿伝いを少しやらせて頂けまし

た。

農家さんは基本毎⽇朝早くから暗くなるまで作業をしています。

朝仕事には参加しませんでしたが、それ以外は参加し作業しておりまし

た。

○市⺠農園

村⼭市で何が栽培出来るかなどを知りたくて、またすぐに農地を借りる

事が出来なかった為、市⺠農園を３区画借りて野菜栽培もしていまし

た。

（とうもろこし、⾥芋、ズッキーニ、コリンキー、スナップエンドウ、 

⼩⽟スイカ、ナス、トマト、ミニトマト、⼤根、ネギ、ひまわり、紅花

など）

栽培は８m×８m を３区画なので動⼒のある農機具は使わないとルール

を⾃分に課してやりました。

○資格や講習会

農林⼤学校が⾏っている講習や研修に参加。

（働きながら学ぶ果樹講座や安全講習など）

被覆アーク溶接の特別教育で修了書を頂ました。

狩猟免許にも挑戦し、第⼀種とわな猟の免状を頂きました。

○その他

村⼭市で農家になる為に空き家を取得。

休みを利⽤してセルフリフォームにもチャレンジしました。

令和２年度の活動内容

私にとって令和３年度が協⼒隊最後の年になります。

まだ確定ではありませんが 12 ⽉末に退任し、そこからは農家として⽣

計を⽴てれるように、令和３年は村⼭市で定住できるように準備する１

年になると思います。

農業には農地が必要で、農地を借りるには住む所を決めないといけない

と思い令和２年の初めから空き家を探していました。

現在は家の裏に農地がある空き家を譲って頂き、4 ⽉よりその場所で農

業をしつつ⽣活できるようにリフォーム等を⾏っています。

⾃分の農地で作物を栽培しつつ、農家さんの元でお⼿伝いをしつつ学ば

せて頂き、必要な知識や資格を取り、実際に市場への持ち込みや販売等

も⾏う予定でおります。

最終年度に向けて

トマトと⾥芋

そば刈り

稲刈り

ハウスの⽚付け
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（バラリーマンによる司会⾵景） 

（私の居合道体験紹介⾵景） 

（秋・冬の振武館での作業後） 

イベントの準備を市職員さんの⽀援として作業をしました。持ち前の「パワー」を駆

使して重量物も何のその！ 

⼀⽅、「パワー系」だけでなく、⼩学校「総合学習」に講師として「ヨソモノから

⾒た村⼭市」で講演を⾏いました。「市の⼦供たちは、挨拶が素晴らしい！！」と。 

(b)村⼭市観光物産協会との連携 

  先⽇、⽇頃「居合道体験プログラム」で連絡を取

り合っている同協会の職員さん、そして当市の観光

名物のＰＲ担当の⽅々が集い、観光会社向けのオン

ラインによる「観光プロモーション」を⾏いました。 

  東沢バラ公園、最上川三難所⾈下り、クアハウス

碁点、農業体験等のＰＲ、そして「居合道体験プロ

グラム」の私の紹介と先⽣⽅の演武を⾏いました。

本年直接出張で旅⾏会社に営業出来ないため、この

営業⽅式は初の試みでした。しかし打ち合わせ等を

重ね、全員で息の合ったプレゼンが出来ました。 

２．活動の基礎作りとして 

村⼭居合振武館及び周辺の清掃・環境整備 

  市体育施設担当者の⽅々と協⼒して、秋は落ち葉を掃き

清め、冬は除雪作業を⾏っています。 

   剣道・居合道その他振武館を使⽤する⽅々が気持ちよ

く使えるように、そして「居合道の聖地」として恥じな

いように清浄な状態の維持に努めています。やはり⽇頃

の⾏いが⼤事だと思うからです。 

居合道の祖 林崎甚助先⽣が空から⾒て喜んでくれ

ればいいな。 

３．最後に〜「地に⾜を着けた」活動を 

  ⼑や模擬⼑を使う活動は、⼀⾒華やかなようで危険が伴います。そして「居合道発祥の

地」での活動です。だからこそ、平常⼼かつ謙虚な⼼で粛々と業務を進めてまいります。 

万⼀、⽅向を誤りそうな場合は忌憚なくお叱り頂きたいと思います。 

以上 



はじめまして。小関 恵子（こせき けいこ）です。
２⽉１⽇より村⼭市の地域おこし協⼒隊の一員になりました。

実家は東根市のさくらんぼ農家です。

短期大学の部活動で競技ダンスをはじめてから
２０年間、四ツ⾕のスクールに勤務して社交ダンスの講師をしていました。

お客様は 歩き始めたばかりの子から、８０代の方まで。

毎年６⽉になって、さくらんぼをお裾分けすると
皆、大きさにびっくり。美味しさには、もっとびっくり。

「収穫のお⼿伝いがしたい」「⼭形に⾏ってみたい」という⼈が増えたので
皆に来て欲しい︕たくさんの⼈に⼭形を知って欲しい︕と

『農業体験つきの⼭形観光ツアー』を 企画しようと思いました。

情報を集めるために伺った、有楽町の『やまがたハッピーライフ情報センター』で
私の⺟校でもある楯岡⾼校が廃校になり、利活⽤されて
村⼭市の施設として生まれ変わることを知りました。

⼈と⼈とを結ぶ、情報の発信地、歴史をつなぐ、多種多様な事業者が集まる

ここがまた、いろいろな⼈で賑わい、交流の場になるなら
こんなに誇らしい仕事はないなと思い、応募を決めました。

🍒🍒 ＊ 🍒🍒 ＊ 🍒🍒

令和４年春オープン予定 にぎわい創造活性化施設
『Link MURAYAMA』 管理、広報担当

『Link MURAYAMA』のFacebookページを作りました！

☜ 村⼭市HPからご覧ください！！
🐤🐤Twitterも始めました☛

これから随時、皆様に情報をお届けします☻

⇦
2018年３⽉、浅草・浅草寺で
大わらじを発⾒︕

➩
先⽇、TUY「Nスタやまがた」の
取材を受けました。テーマは
『コロナ禍の移住・地方選択』
改修工事中の楯岡⾼校にて。

『Link MURAYAMA』楯⾼跡地に令和４年春オープン予定

令和３年２月作成

村山市地域おこし協力隊


