
半農半X・スポーツ・教育・移住促進による地域活性化事業の地域おこし協力隊

渡邉 俊樹（わたなべ としき）

本場イタリアで3年間修業し、麻布十番の
レストランで料理長を務める。
同店は、「ミシュランガイド」にて刊行以
来1つ星を獲得し続けている名店。下田食材
の生産者たちとの交流を深め、自らも食材
を求め山・川に行き将来的には地元に根差
した地産地消かかげるイタリア料理店の
オープンを目指している。

主な活動内容
・下田の食材を使った料理教室、マル
シェ
・下田の食材の深掘り

好きな事
・マラソン
・トライアスロン
・下田の自然

中野 直文（なかの なおふみ）

山口県出身の34歳。
グラフィックデザインの専門学校を卒業。
しただの小学校、幼稚園向けに在宅期間中
のストレス解消を期待した塗り絵コンテス
トや、小学校のクラブ活動に講師として活
動する。また、協力隊イベントチラシのデ
ザインも行う。
農業は耕作放棄地を利用して自然栽培に挑
戦中。

主な活動内容
・イベント用イラスト作成
・農業

特技
・イラスト
・カラオケ

金子 洋一（かねこ よういち）

東京都出身 1969年6月24日生まれ
21歳から約2年間オーストラリアにて飲食
業に従事。帰国後、ホテル、フレンチレス
トラン等でフロアマネージャーとして就労
した後、東京アメリカンクラブに就職。
現場を厨房に移し主にブッチャーシェフと
して約20年間在籍。2019年5月から下田の
地域おこし協力隊として活動中。

主な活動内容
・農業及び下田地域の耕作放棄地の再生
・農耕地周辺の獣害対策
・旧荒沢小学校内の募金カフェの運営

特技
・精肉
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半農半✕

主な活動内容
・古民家再生
・施設維持管理
・農業

特技
・フットサル
・アウトドア

古内 亮（ふるうち りょう）

千葉県出身の39歳。
建築設備管理技士、建築施工管理技士。
2020年12月より協力隊で活動中。
農業での自給自足と空き家の再生再利用を
目標とする。現在は上谷地にある古民家を
ゲストハウスとして利用してもらえるよう
に改修中。農業に関しても地域の人と関わ
りながら勉強中。
協力隊任期終了後は、下田での開業を目指
す。

半農半✕



小野寺 彰（おのでら しょう）

東京都新宿区出身、28歳男性、大学卒業
後5年間都内私立高校に勤め、2020年5月
に下田協力隊に就任。

3x3プロチームSANJO BEATERSの副
キャプテンとして活動し、農業・スポーツ
を使って地域の活性化に励む。
また、教員の経験を活かし、慶應義塾大

学SFC研究所松橋先生と共同で、三条市の
社会課題を解決するプログラムを進行中。

スポーツ
３X３(3人制バスケットボール)

主な活動内容
・3ｘ3プロリーグ出場。
・教育活動（バスケスクール、学生共同プログラム）

・農業

特技
・バスケ
・料理
・お悩み相談

古屋 陸翔（ふるや りくと）

19歳、2001年生まれ。
高校卒業後、2020年4月に下田協力隊と

して最年少で就任。
【半農半バスケ】をスローガンに掲げ活動
をしており、地域の方から応援され愛され
るチームを目指して日々勉強中です。

スポーツ
３X３(3人制バスケットボール)

主な活動内容
・3人制バスケットボール
・農業
・教育活動（バスケスクール・イベント）

特技
・バスケ
・マシュマロキャッチ
・すぐ寝れる

スポーツ
３X３(3人制バスケットボール)

諏訪間 雄大（すわま ゆうだい）

２０２０年４月より三条市地域おこし協
力隊として活動。
３ｘ３プロチームのSANJO 

BEATERS.EXEの練習生として所属。
昨年はBEATERS NEXTとして新潟県予選

を優勝。
その他の活動としてはスポンサー営業・

巡回授業などを行い、今年の４月よりバス
ケスクールのメインコーチとしても活動中。

主な活動内容
・３x３大会出場
・イベント等出演
・バスケスクール

特技
・スニーカーコレクション
・ヘアセット
・ファッション
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坪田 麻里（つぼた まり）

鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師、フッ
トケアトレーナー、2021年3月に下田協
力隊として就任。

SANJO BEATERSの選手が高いパ
フォーマンスを発揮できるようメディカル
面でチームサポートを行う。
農業の盛んな下田地域の方々の健康を支

えていきたいと考えている。スポーツ
３X３(3人制バスケットボール)

主な活動内容
・選手の治療・リハビリ
・チーム運営
・農業

特技
・早起き
・マッサージ
・料理



スポーツ
３X３(3人制バスケットボール)

鈴森 風土（すずもり かざと）

群馬県出身、1991年生まれ、30歳。
2021年3月より地域おこし協力隊として活

動。主な活動は、トレーナーとして選手のサ
ポート・育成・強化、チーム全体の底上げし、
勝つことで地域を盛り上げていく。継続的な
運営を目指し、事業計画も行なっていく。ま
た、昆虫食や農業など他の活動にも力を入れ、
積極的に地域交流に励む。他にも部活動の負
担軽減や、健康的な発育といった点にも力を
入れて解決のために取り組む。

主な活動内容
・選手のフィジカル強化、スキル強化
・事業計画・運営
・健康増進

特技
・野球
・柔道
・陸上

石田 太志（いしだ たいし）

フットバッグの世界大会である「World Footbag 
Championships」にて2度優勝しアジア人初の世
界一に。
そして「Footbag US Open Championships」で
も初出場、初優勝を達成。
また日本の全国大会でも優勝し、史上初の2カ国
のチャンピオンにもなった。世界一とアメリカチ
ャンピオン、日本チャンピオンに輝いた日本を代
表するフットバッグプレイヤー。
現在日本でただ一人のプロフットバッグプレイヤ
ーとしてメディア出演やパフォーマンス活動、講
演等も精力的に行っている。

主な活動内容
・イベント出演
・メディア出演
・講演活動

特技
・サッカー
・ガジェット情報収集
・英語
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顔写真

石田 紗枝子（いしだ さえこ)

横浜市で生まれ育ち、神奈川県を出たのは初
めてです。
写真を撮ることが好きなので、素敵な写真で
下田をPRできればいいなと思っています。
野花や川が好きでどちらも手の届くところに
あり、休日は息子とお花を植えたり近くの川
へ遊びに行ったり釣りをしたりと、家族で下
田の自然を存分に楽しんでいます。
子育てと仕事の両立に奮闘中。

主な活動内容
・写真撮影
・書類作成
・フットバッグサポート

特技
・サポート
・模写
・睡眠

スポーツ

スポーツ
フットバック

フットバック

南山 陽子（みなみやま ようこ）

わくわくと癒しの時間の提供をテーマに陶
芸体験教室を旧荒沢小、移動式にて開いて
います。壊れた器の修繕、リメイクも承っ
ています。
オブジェ、アクセサリーをメインに作陶し
ています。陶芸家ではありません。下田の
わくわくさんを目指しています。
どうぞよろしくお願いいたします。

主な活動内容
・陶芸体験教室

特技
・指圧
・金継ぎ
・工作全般

教育分野



金澤 萌恵（かなざわ もえ）

昨年4月から、三条市地域おこし協力隊と
して活動しています。学生時代のボラン
ティアリーダー経験を活かし、子ども向け
イベントの企画運営を行っています。ここ
でしかできない学びの場づくりをテーマに
地域の皆さんや、子どもたちと一緒に学び
の輪を広げていきたいです。
今年度も三条市下田を中心に、さまざま

なイベントを行う予定なのでお楽しみに！

主な活動内容
・子ども向けイベントの企画運営

特技
・木登り
・雪玉づくり
・柔軟

教育分野

半農半X・スポーツ・教育・移住促進による地域活性化事業の地域おこし協力隊

新倉 茉優（あらくら まゆ）

長野県から移住し、移住支援チームのメ
ンバーとして活動しています。
前職が営業で、色々な方とのコミュニ

ケーションがありました。これからも、こ
の経験を活かして人と人とを繋げられるよ
うなお仕事をしていきたいです。

主な活動内容
・しただ塾運営、事務
・移住したい方へ向けた情報発信

特技
・管楽器、弦楽器
・速読
・顔と名前を覚えること

移住支援

田中 舞（たなか まい）

これまでにデザイン会社やスタジオで、紙
媒体デザイン制作や撮影に携わってまいり
ました。
現在は協力隊の中で今までの経験を活かし、
広告デザイン、また移住支援業務を担当し
ております。
よろしくお願い致します。

主な活動内容
・イベント広告等、デザイン制作全般
・写真撮影
・移住支援

特技
・デザイン制作
・写真撮影
・食べ歩き

安藤 紗矢（あんどう さや）

しただ塾7期生として3カ月しただに滞在
しながら観光アウトドアについて学びまし
た。
旅行をしたり、その土地の文化や歴史に

触れることが好きなため、自分がしただ地
域に来て感じた魅力を伝えていきたいと考
え4月より協力隊に着任しました。どうぞよ
ろしくお願いいたします。

主な活動内容
・観光促進
・しただ塾運営

特技
・おいしそうなお店を見
つけること
・けん玉

移住支援 移住支援
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篠宮 諒（しのみや あき）

千葉県市川市出身。過去鹿児島県指宿市に
滞在経験あり。
前職は医療事務として地域の方々の健康づ
くりをお手伝いしてきました。
今後は、趣味のキャンプを通じて地域の
方々とのコミュニケーションをとりながら、
下田の豊かな自然の魅力を発信していける
よう努力していきたいと思います。

主な活動内容
・下田の魅力発信
・農業

特技
・水泳
・子どもと遊ぶこと


