平成 26 年度

事 業 報 告 書

（平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで）
（特定非営利活動法人の名称）
特定非営利活動法人 浅間・吾妻エコツーリズム協会

１ 事業実施の成果

当法人の目的・活動内容を提示し、あるいは情報を告知宣伝するための、充実したホームペー
ジ作成に務め、関係機関ホームページへの登録作業や広報活動を積極的に行い、広域での周知と
会員の拡大を図った。平成 27 年 3 月 31 日現在会員数は 173 名となっている。

当地域でのエコツーリズム及びヘルスツーリズムを推進実施する個人または団体が有し販
売する体験プログラムを協会の公式ホームページで公開し、紹介できる体験プログラムの拡
充を図り、利用者の斡旋を行った。現在、140種類程のエコツアー/体験プログラム/各種セミ
ナーを提示するに至っている（昨年よりも約20件増し）。「森林浴セラピー」「岩櫃城址ツ
アー」「スノーシューツアー」等の分野において充実ラインナップをした。
2016年ＮＨＫ大河ドラマ『真田丸』放映決定を受け、また当協会としても暇な時期である4月～
5月のメインイベントへの成長を見込んで、【シリーズ】「戦国真田の吾妻侵攻と、吾妻の山・里
・花を訪ねるエコツアー」を実施した。また、このエコツアーの内容を充実拡大させるために、
吾妻斉藤氏と真田氏の関連城址・遺構の視察調査を実施した。
吾妻郡の各地域に伝わる伝統工芸品や民芸品などを、各地域の「ものづくり達人・名人」を講
師に招き、講習会を開催する『ものづくり伝道師 浅間・吾妻塾』を、群馬県「群馬の文化」支
援事業補助金により実施した。受講費個人負担の半額程度を補助金でまかなうことで、安価な受
講費でものづくりを学習できるようにした。今年は「シナノキの樹皮を使って紐や縄を作る」技
術を集中的に取材し学習した。
当協会の姉妹団体である「あがつまエコツーリズム協会」が、中之条町入山地区にある、「花
楽の里」の“うらやま”エリアの森 を「都市と農山村の交流の森」にするために、里山森林整備
と日本の里山文化体験＋親子自然体験プログラム（あがつま都市山村交流アクションプログラム）
を実施しており、森林整備作業及び広告宣伝に協力した。当協会としては子供向け・親子向けの
新たな自然体験プログラムを検討、体験することができた。
また、その中で冒険・アクションプログラムを実施した経験実績から、東吾妻町商工会青年部
が中心となって実施した地域おこしイベント「岩櫃城忍びの乱」において、子供向けのアスレチ
ックランド「忍者修行わあるど」を開設運営することができた。また赤木理事長が企画段階から
プロデューサーとして関わったこともあり、当協会が東吾妻町においても活動しやすい状況にな
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りつつある。
群馬県環境政策課の「群馬県地域環境学習」助成金を使い、嬬恋村で初めて一般参加者募集型
の森林セラピープログラムを嬬恋村鹿沢で実施することができた。森林セラピーを実施するため
に造られたとしか思えないデザインの鹿沢園地を生かすことができ、また鹿沢園地自然学習歩道
の特性を内外にアピールすることができた。
浅間山麓・吾妻地域にてエコツアーガイド（或いはインタープリター）として活動できる
人材を養成する「エコツアーガイド養成講座」を開催した。今年度は13名の受講生があり、
すでにインタープリター資格を有していた120名と合わせると、当協会で3日間の自然体験活
動指導者養成講座を修了した人数は133名となった。また、「エコツアーガイド養成講座」の
受講だけでは、プロのガイドとしてお客様を満足させることができる心技体には至らないの
で、フォローアップ研修会の位置づけとして「自然体験活動指導者トレーニングセミナー」
を数回開催した。
修学旅行/教育旅行の学生団体様から、「ものづくり体験」を求められた際には、当協会として
はスタンアンダソン氏の「ドリームキャッチャーづくり」を提案してきたが、そのプログラムは
夏しかできないために、冬期あるいは通年で実施できる「ものづくり体験」プログラムが宿泊施
設や旅行会社等から求められていた。今年度は、240名の小学校5年生に対して「縄ない体験」を
宿泊施設のある嬬恋村干俣地区のお年寄りを中心に25人の指導者をあてがい提供実施することが
できた。地域のお年寄りの生きがいとなった上に、子供たちも地元の人とのふれあい、また昔の
知恵を知ることができたようで、地域からも学校からも大変なお礼をいただいた。非常に理想的
な形態であった。

２ 事業の実施に関する事項
（１）特定非営利活動に係る事業
事業名

実施
日時

事業内容

実施
場所

従事
者の
人数

受益対象者
の範囲及び
人数

ホームペー ① 関係機関ホームページへの 2014年4月1日 受付・事務は 20人 当地域のエコツーリズ
ジ運営事業

情報登録、更新

～2015年3月3 当協会事務

ム及びヘルスツーリズ

1日

所にて、

ムを推進実施する個人

③ 個人、一般団体、学校の教育

現地での対

または団体と、その団体

旅行のお客様に対してのエ

応は浅間・吾

への参加者

コツアー/体験イベント/セ

妻の各地域

※参加者の内訳（延べ人

ミナー・講習会/その他サー

にて

数）

② ホームページ作成事業

ビス事業の販売宣伝事業

個人141名
一般団体462名
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学生団体2,122名
岩櫃城忍びの乱「忍者修
行わあるど」150名

自然体験活 浅間山麓・吾妻地域においてエ 2014年4月１ 嬬恋村商工 3人

浅間山麓・吾妻地域への

動指導者養 コツーリズム及びヘルスツーリ 日～2015年3 会館

訪問者に対し、エコツー

成事業

リズム及びヘルスツー

ズム、自然体験活動を企画・実 月31日

（自然体験 施できる人材を養成した。

※エコツアー

リズムを企画・実施する

活動指導者

ガイド養成講

こと対し興味がある18

トレーニン

座は2015年1

歳以上の健康な男女

グセミナー

月23日～25日

合計13名

を含む）
ものづくり 当地の伝統技術や当地ならでは 2014年6月21 中之条町入 2人

地域住民及び浅間・吾妻

伝 道 師 浅 のアイデアや人材から生まれた 日～2015年3 山地区（旧六

地域で体験指導者にな

間・吾妻塾 「ものづくり達人」を講師に迎 月27日

合村）の山

りたい人計20名

（「群馬の え、その技術を体験指導できる

中、ねどふみ

文化」支援 ようになるための「ものづくり

の里、よって

事 業 助 成 塾」を開催した。

がねえ館

金）
あがつま都 当協会の姉妹団体である「あが 2014年

中 之 条 町 入 10人 親子自然体験プログラ

市山村交流 つまエコツーリズム協会」によ 6月8日～10月 山 地 区 に あ

ム参加者

プログラム る、中之条町入山地区にある、 19日

る「花楽の

合計90名

への協力

「花楽の里」の“うらやま”エ

里」“うらや

リアの森 を「都市と農山村の交

ま”の森

流の森」にするための事業の、
森林整備作業及び広告宣伝に協
力した。
群馬県地域 嬬恋村鹿沢園地自然学習歩道を 8月3日（日） 鹿 沢 園 地 ／ 2人
環境学習推 使った森林浴セラピー（午前）
進事業

桟敷山

と、アサギマダラマーキング学
習会（桟敷山）を行った。
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地域住民参加者15人

（２）その他の事業
事業名

事業内容

実施
日時

実施しなかった

３ 会議の開催に関する事項

（１）通常総会
日時 平成 26 年 5 月 16 日（金） 13 時 30 分～15 時 30 分まで
場所 嬬恋村商工会館 2 階会議室
（〒377-1526 群馬県吾妻郡嬬恋村三原６９１ TEL 0279-80-2255）
議案
(ア) 第１号議案 平成２５年度事業報告及び収支決算報告
(イ) 第２号議案 平成２６年度事業計画及び収支予算について
(ウ) 第３号議案 定款の変更について
(エ) 第４号議案 その他運営に関する重要事項
（２）理事会
日時 平成 26 年 4 月 20 日（日） 午後 5 時から午後 7 時
場所 群馬県吾妻郡東吾妻町原町 5103 番地（小池理事長自宅）
議案
(ア) 第１号議案 平成２５年度事業報告並びに収支決算報告の件
(イ) 第２号議案 平成２６年度事業計画並びに収支予算の件
(ウ) 第３号議案 法人所在地（主たる事務所）移転の件
(エ) 第４号議案 定款変更の件
(オ) 第５号議案 第三回 通常総会開催の件
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実施
場所

従事者の
人数

