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活動実績　特定非営利活動法人　楽舎

本店　〒 437-0604　浜松市天竜区春野町宮川 134
事務局　〒 437-0605　浜松市天竜区春野町気田 961-1
理事長　池谷　啓（いけや・けい）
TEL：080-5412-6370　FAX：053-533-3699　Ｅ -mail：raksha@ayus.net
前身としての活動は、2011（平成 23）から。2014（平成 26）1 月 31 日、特定非営利活動法人として設立。
事業の目的
①過疎高齢化の進む北遠地域の活性化。
②山里の魅力発信、仕事づくりなどの事業提案
③都市生活者に対して山里への定住を促進する。
理念
個人と個人が結ばれる、人と人がつながることで、魅力が発信され、交流が起き、ムーブメントが起きる。人と人のネッ
トワークは、山里の財産となりうる。根底には、人は必ず死ぬ、自分は死ぬことを見据えた生き方を軸にしていく。

これまでの主催事業
事業名 実施年 内容 助成先

ボリビア農業 30 年 2011 ボリビア農業体験の講座を開催 自主事業
火鉢を囲んで歌う会 2011 オカリナとギターのコンサート 自主事業

素晴らしき招待の上映会 2011 地元春野の勝坂を舞台にした木下忠司監
督の映画、映写会と語り合い 自主事業

春野人めぐり 2012 立ち上げてから 18 回開催：春野地区の
オープンハウス 自主事業

北遠山里めぐり 2013
2014

北遠全エリアのオープンハウス 80 軒が
参加（2 年開催）

浜松市みんなの創造プロジェ
クト、天竜区地域力向上事業

いにしえのアーティスト 2015 伝統の祭、手仕事などを担う人の連続
トークイベント

浜松市みんなの創造プロジェ
クト

こんなにアートフルな北遠山里
暮らし 2015 山里暮らしを楽しんでいる人のトークイ

ベント
浜松市みんなの創造プロジェ
クト

昭和レトロの二俣めぐり 2015 二俣地区のオープンハウス 浜松まちづくり公社

北遠の隠れ里　百古里めぐり 2015 百古里地区のオープンハウス
地元有志　以来継続中 自主事業

放置竹林の伐採と炭焼き窯作り 2015 竹林の伐採と炭焼き窯づくり ドコモ・モバイルコミュニケー
ションズ

地域資源の空き家を活用しての
定住促進事業

2015
〜

2019

空き家相談と移住相談、及び春野の魅力
発信、交流促進。これまで移住相談 200
件余、移住者 11 組、15 名。

浜松市中山間地まちづくり事
業　4 年間の委託事業

神社・寺・教会カフェ
2016

〜
2019

神社と寺と教会を地域の拠りどころに　
40 の寺と神社、教会が参加（4 年開催）

浜松市みんなの創造プロジェ
クト、浜松市まちづくり公社、
浜松市文化振興財団

春野緑陰講座 2016 駒沢大長山ゼミの合宿講座：春野での仕
事している人の話 13 人 自主事業

春野カフェ 2016 駒沢大長山ゼミの合宿による春野の地域
活性の発表会 自主事業

耕作放棄地の水田の復活 2016 アイガモ農法による完全無農薬米の栽培 浜松市みんなの創造プロジェクト

山里とまちなかの交流促進事業 2017 耕作放棄地の復活、完全無農薬・無化学
肥料の田んぼづくり

静岡県農業振興基金 グリー
ン・ツーリズム推進事業

看とりとおくり連続講座
（それぞれの看とりと送りと平
穏死）

2018
〜

2021

各宗派、宗教を超えての看とりとおくり
の実践例を紹介、納得の行く看とりと送
りと平穏死の迎え方（4 年開催）

浜松市みんなの創造プロジェ
クト、在宅看取り勇美記念財
団

産前産後の妻から夫に伝えたい
こと：冊子の発刊 2018 夫が妻の出産から子育てに、いかに関わ

るかの啓発書
静岡県男女共同参画地域実践
活動事業

ロケットストーブづくり 2018 低燃費、薪、非常時に活用できるストー
ブづくり

静岡県男女共同参画地域実践
活動事業

西浦田楽 1300 年の歴史：冊
子の制作 2018 1300 年続く、能の源流とされる神事の

案内冊子の制作 ポーラ伝統文化振興財団
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知的障害者の野外体験
2016

〜
2018

名古屋「ケアホームつくし」、山里での
野外体験。田んぼ、自然素材による創作
活動。野外炊飯。3 年開催。毎回 40 名余。

自主事業

無農薬薬米・栽培から加工まで
の体験学習 2018 完全無農薬・無化学肥料の田んぼづくり

とマニュアル作り
静岡県農業振興基金 食農教育
支援事業

家の解体 2018 居住しなくなった空き家の手ばらし解体 自主事業
インドネシア家族のハラール食
品加工場誘致のサポート 2018 イスラム食（ハラール）の加工場を磐田

市の山里に誘致 自主事業

大豆の栽培から収穫、加工の食
農教育 2019 大豆を栽培、収穫し、麹を作って味噌と

して仕込む
静岡県農業振興基金 食農教育
支援事業

若者の生き方講座 2020 ZOOM で全国各地、世界の若者の生き
方のトークイベント 自主事業

サ イ コ シ ン セ シ ス の ワ ー ク
ショップ 2020 ZOOM で開催。アサジオリの精神統合

のワークショップ 自主事業

海外での生き方講座 2020
インド、フランス、ドイツ、インドネシア、
カナダ、ブルガリアなどで暮らす日本人
の生き方に学ぶ　ZOOM で開催

自主事業

山里カフェ──安心拠点、見守
り、励まし、おしゃべりの場 2021 みんなが安心して寄り集まれる場作り 杉浦記念財団

異文化での暮らし方・つきあい
方：ZOOM ミーティング 2021 日本に暮らす外国人との語らい 公益財団法人浜松国際交流協

会

市民参加の森つくり 2021 竹の伐採と粉砕、杉の大木の間伐、炭焼
の燃焼実験、ナルの活用 浜松市緑化推進本部

くんま二人展
和紙人形・伎楽面と布絵 2022 和紙と布絵の創作家の展示会とトークイ

ベント、紙漉きの体験会 杉浦記念財団

ニワトリの解体と調理 2022 まちなかから 52 名の親子が集う。調理
と食事。気田川で水遊び。おしゃべり。 自主事業

イノシシの解体と調理 2022 フランス料理のプロによる調理。焚き火
でおしゃべり。40 名の親子が参加。 自主事業

これまでの講演

タイトル 実施 内容 主催／対象

北遠山里の魅力ある生き方 2011 山里暮らしの魅力 静岡県立付属中学校生徒

北遠山里の魅力ある生き方 2011 山里暮らしの魅力 雲を耕す会総会

北遠山里の魅力ある生き方 2012 山里暮らしの魅力 島田・金谷地区自治会

昭和レトロの二俣めぐり 2015 歴史ある二俣の案内 浜松まちづくり公社

地域リーダー養成講座 2015 山里のネットワークづくり 浜松市生涯学習課

地域リーダー養成講座 2016 山里のネットワークづくり 浜松市生涯学習課

山里の有機農業体験 2017 山里での無農薬の米栽培 市民農業の会

先の見えないマゼラン的な生き方 2017 山里のネットワークづくり体験 NPO 法人アクティブシニ
アネット

田舎暮らし入門 2017 田舎への移住のポイント 東京都国立市民

寺院への期待と供養について 2017 神社と寺のネットワークづくり 曹洞宗西部地区の僧侶

インドと日本の仏教 2018 ヒンドゥー教と仏教 阿多古地区の住民

寺院への期待と供養について 2018 神社と寺のネットワークづくり 臨済宗の檀信徒

過疎地における外国人の力 2019 インドネシア家族のハラール食品加
工場誘致の体験

掛川市会議員、森町議員、
役所職員

寺院のネットワーク 2020 神社と寺のネットワークづくり 臨済宗布教師会

風の時代を生きる 2021 変化の時代をいかにして生きていく
か、生きていくか　ZOOM 自主事業


