理事・会員数

（2017 年 4 月現在）

「会員入会「
」寄付」
申込書

会

長

菊池 新一

理

事

荒川 栄悦、菊池 茂勝、糠森 隆、奥寺 晴夫、

副会長

監

事

会員数
事務局

沿

（FAX 、mail、郵送にてお申し込みください）

ご希望の項目に□にチェックをお願いします。

新田 勝見、徳吉 英一郎

小笠原 晋、菅原 卓、菊池 貴久子、浅沼 亜希子
菊池 千恵子、佐々木 康行
91名（うち正会員50名）

□会員入会申込の方
会
員
区
分

□正会員

3,000円 入会金 1,000円 + 年会費2,000円

□準会員

2,000円 入会金 1,000円 + 年会費1,000円

□サポーター会員

遠野常駐8名 、岩手県沿岸活動4名

入会金 1,000円

□寄付申込の方

革

①税額控除
（寄付金額合計 ‐2,000円）×40％ が所得税から控除
（住民税10％と合わせて最大50％の控除）
※ただし、対象寄付金額は、所得金額の40％が上限
（税額控除額は、所得税額の２５％が上限）

2003年3月24日 設立総会

2003年6月16日 特定非営利活動法人登記完了
2003年7月13日 設立記念認証シンポジュウム

2004年7月23日 地域の学びの場 東北ツーリズム大学開校

企業と連携した遠野体感型合宿自動車免許開始

2011年3月12日 東日本大震災後方支援活動開始

②所得控除
寄付金額合計-2,000円 が所得から控除
※ただし、対象寄付金額は、所得金額の40％が上限
名前（フリガナ）

2016年2月24日 認定特定非営利活動法人への認定

入会のお誘い

円

ご案内

それが私たちＮＰＯの活動の姿です

認定NPO法人
遠野山・里・暮らしネットワーク

所属

遠野郷は縄文のむかしより受け継がれてきた美しい里です。
カエル

が鳴いて、
トンボが飛んで、
ホタルが光る里です。茅葺きの屋敷があ

って、馬がいて、老若男女が集う里です。田と畑と、野と山と、水辺と

屋敷。
そんな小さな宇宙を行き来するゆったりした暮らしがありまし

連絡住所
申
込
者

〒
□自宅

□勤務先

た。
そんな暮らしを現代にふさわしい形で受け継ぎ、後世の子孫た

連絡先（自宅・携帯）

都会の人たちともその想いを共有し、一緒に活動し

FAX

ちに美しい山里のまま譲り渡したい。交流を通して

たい。
そんな私たちのNPO活動にご賛同いただけ

る皆様方の幅広い参加をお待ちしています。

寄付額

入会・寄付

山があって
里があって
そこに暮らしがある
それらの環境を守り
交流・協働を通して
お互いに共感しあい
次世代に伝承していき
連綿と続く暮らしに繋がっていく

□その他（

）

E-mail
会長 菊池新一

寄付について
2016年２月24日に認定ＮＰＯ法人の認定を受けました。
これにより

山里ネットへの寄付は確定申告により所得税、法人税、相続税等に

ついての税控除の対象になります。
あらためてこの場を借りて御礼
申し上げます。
みなさまからの寄付は、遠野を中心とした地域活性
化事業や復興支援活動に関わる諸費用、
および団体運営管理費

に使用させていただきます。今後とも山里ネットへのご賛同とご支
援を賜りますようお願い申し上げます。

なお、確認のため、
寄付いただく際にはお手数ですが右記の内容

を事務局までお知らせいただきますようお願い申し上げます。

※寄付の税控除についての詳しい情報は、山里ネットのＨＰ、内閣府、国税庁の
ホームページからもご確認いただけます。

更新：2022 年 6 月

振
込
先

花巻農業組合 遠野支店 普通 2916056
トクヒ）
トオノヤマ.サト.クラシネットワーク
特非） 遠野山・里・暮らしネットワーク

・入金確認後に会員登録いたします。
・会計年度は毎年4月1日から3月31日までです。
・途中退会時は返金は致しませんのでご了承下さい。
・入会金・会費は認定ＮＰＯ制度の税控除の対象外です。
・寄付をいただく際に、必ず会員入会をする必要はありません。
・寄付いただきました後、事務局より
「寄付受領書」
をお送りします。
確定申告で寄付金控除を受けるにはこの証明書が必要です

連絡先

認定ＮＰＯ法人遠野山・里・暮らしネットワーク
〒028-0514 岩手県遠野市遠野町28-5
TEL：0198-62-0601 FAX：0198-62-0602
E-mail：tabisan@tono-yamasatonet.com
http://www.tonotv.com/members/yamasatonet

since 2003

事 業 概 要 特定非営利活動法人遠野山・里・暮らしネットワーク

理事・会員数

（2021 年 6 月現在）

会

長

菊池 新一

理

事

荒川 栄悦、
菊池 茂勝、糠森 隆、
奥寺 晴夫、佐々木憲康、

監

事

副会長

会員数

事務局

沿

新田 勝見、
徳吉 英一郎

小笠原 晋、菅原 卓、
菊池 貴久子、
浅沼 亜希子
菊池 千恵子、
佐々木 康行
68名（うち正会員43名）

7

名

革

2003年3月24日 設立総会

2003年6月16日 特定非営利活動法人登記完了
2003年7月13日 設立記念認証シンポジュウム

2004年7月23日 地域の学びの場 東北ツーリズム大学開校

企業と連携した遠野体感型合宿自動車免許開始

2011年3月12日 東日本大震災後方支援活動開始

2016年2月24日 認定特定非営利活動法人への認定

事業目的
認定 NPO 法人遠野山・里・暮らしネットワークは、遠野
郷を主たるフィールドとしています。「資源を生かした都
市住民との交流の深化と移住の促進」「伝統文化・芸能・
技術・技芸の伝承と進化と応用」「里地・里山における循
環的な生活スタイルの再興と実践」を柱に具体的な事業
を行うことにより、社会全体の利益の増進に寄与するこ
とを目的としています。

クラスター組織

～草の根型組織の水平連携～

遠野グリーンツーリズム研究会 1995
つきもうしファーマーズネット 1997
あやおり夢を咲かせる女性の会 1994
パハヤチニカ編集委員会 1994
遠野郷馬っこ王国ライディングクラブ 2001
かやぶき職人グループ 2002
伝統芸能団体 2002
NPO 法人遠野エコネット 2003
農事組合法人宮守川上流生産組合 環境部会 1998
遠野民泊協会 2006
宮守ツーリズム協議会 2005
東北まちづくり実践塾 2007
里山クラブ やかまし村 2008
あくてぃぶまみ～ 2004
MG 企画 2019

〒028-0514 岩手県遠野市遠野町28-5
TEL：0198-62-0601 FAX：0198-62-0602
E-mail：tourism@tonotv.com
http://www.tonotv.com/members/yamasatone

更新：R3.6

facebook
遠野山里ネット

活動の概要

ワーキングホリデー
農家とともに労働し、食事を
し、数日間滞在する金銭のや
り取りのない農家の居候体験
を通して、互いの楽しみや生
きがいづくりを目的に実施し
ています。

東北ツーリズム大学
遠野をはじめとした、東北各
地の「文化」
「食」
「交流」
「旅」
「地域」等の農の多面的な価値
を広く共有し、それらを学び
の場にするカリキュラムを毎
年実施しています。

農村民泊の推進
百数十件の遠野民泊協会会員
と協働し、遠野の暮らしぶり
を交流の資源とした民泊の推
進と、農家民宿の立ち上げか
らサポートまでを実施してい
ます。

遠野体感型自動車合宿免許
遠野ドライビングスクールや
宿泊施設、各種体験施設と協
働をして、合宿型自動車免許
のカリキュラムの合間に農村
民泊や馬や陶芸などの体験を
提供するプログラムの実施を
しています。

クラスター支援

各種視察研修受け入れ

里山・文化・暮らし・馬等の
地域資源を活かした活動を展
開する遠野市内の十数団体と
の協働での事業展開や各種サ
ポート業務を実施しています。

研修内容は、グリーンツーリ
ズムや各種ビジネスを活かし
た地域づくり、復興応援とし
ての後方支援の取り組み等が
主です。また、旅行業第 3 種
の旅行企画も実施しています。

旅の産地直売所構想

東日本大震災復興支援

「ありのままの暮らしを味わう
こと」を旅の資源とし地域住
民や GT 実践者の他に多様な
方々と連携し、食や暮らし、
生業を強みにしたツーリズム
を販売、造成していく構想

里地・里山保全・活用
住民自らが里地・里山の保全
や整備、体験活動等を通して、
循環的な生活スタイルの再興
と実践を目的に実施していま
す。

東日本大震災による被害を受
けた地域などで、住民の自立
支援のためのコミュニティづ
くりや起業支援、各種復興応
援活動のサポートを実施して
います。

地域づくり・起業サポート
岩手県内外のグリーン・ツー
リズムやコミュニティビジネ
ス等に取り組む地域の方々と
共に地域づくりや起業のサ
ポートを実施しています。

