
ワーキングバケーション 2021
ー地域での多様なキャリアを知り、“半歩先の自分” に出会うための7日間



「ワーキングバケーション 2021」とは

“半歩先の自分”に出会う。

リモートワークや副業など、都会・田舎を問わず、働き方が急速に進化する昨今。
世間では「多様な働き方」と言うけれど、自分はどこで、どんな暮らしをするのか、
具体的なイメージは描けているでしょうか？

ここ阿蘇・南小国町には、自分の生き方を表現するために、地域を選んだ人たちがいます。

彼らは、どのような経緯で、何を仕事とし、何を大切に思い、なぜ地域に飛び込んだのか。

このプログラムでは、特に20代・30代の移住者の暮らしを知るとともに、
参加者同士や、SMO南小国のコーディネーターとの対話を通して、
“半歩先の自分”と出会うための可能性を広げていきます。

6泊7日の体験プログラムを通して、これからの生き方・暮らし方・働き方の選択肢を集め、
自分にしっかりと向き合ってみませんか？

手ざわり感のあるミライをつくろう。

誰でもない、自分のために。



1． 地域で活躍するロールモデルとの出会い

2． 専門分野を持つコーディネーターのサポート

3． 自分たちで暮らしをつくるプロセスを体感

南小国町で活躍する人々が、この場所に辿りついた理由はさまざま。
地域で自分を活かして活動する20代・30代のロールモデルとの対話や、
彼らとのフィールドワークを通して、阿蘇地域ならではの土地の質感・資源、
人の魅力など、地域の “リアル” な情報や体験を得てもらうプログラムです。

さまざまな専門分野を持ちながら、南小国町で事業を推進する
SMO南小国のコーディネーターが、参加される皆さまの視野を広げ、視点を変え、
自分と向き合う過程をサポートをします。地域に根差した事業を日々進めている
コーディネーターならではの観点で、皆さまが実現したいミライの解像度を上げていきます。

「これからの自分の生き方をつくっていきたい！」
同じ思いを持つ参加者と出会えるだけでなく、自分たちで暮らしをつくるプロセスを体感できます。
プログラム期間中は、自分たちでルールをつくることからはじまり、対話・折衝・受容など、
普段の生活では得られない機会に挑戦してもらえたらと思います。

「ワーキングバケーション 2021 」の特徴



【日程】
第1回 2021年8月22日(日) 13:30開始 ～ 28日(土) 12:30終了 6泊7日
第2回 2021年9月19日(日) 13:30開始 ～ 25日(土) 12:30終了 6泊7日

※ 内容は第1回・第2回と同じですが、ゲストの都合などにより一部変更になる可能性があります

【宿泊先】
南小国町生活体験施設 ※男女別の相部屋となります

【定員】
各回 8名ずつを予定 ※宿泊先のベッド数及び新型コロナウイルス感染症拡大防止のため

【プログラム参加費・宿泊費】
無料

※ 南小国町までの交通費、滞在中の食費は実費負担となります
※ 旅程の都合上、前泊される場合は、弊社にてゲストハウスを手配いたします（1泊 3,000円程度）

【事前面談のご案内】
・プログラムを有効に活用していただくため、参加決定前に30分程度のオンライン個別面談を行います
・オンラインでの個別面談実施後、プログラム参加について弊社より個別にご連絡いたします
・プログラム前にオンラインにて1時間程度の参加者顔合わせを行う予定です

「ワーキングバケーション 2021 」の概要



プログラム概要
ワーキングバケーション2021



初日 2日目 3日目 4日目

AM

PM

【イントロダクション】

プログラムの説明

南小国町の環境と
SMOの役割の紹介

安部千尋

グランドルール決め

振り返り

懇親会

【WS】

自己開示と
他者（メンバー）

理解

自己紹介
シート（宿題）
の発表など

【出会い①】

キャリアを活かした
働き方のリアル

（荒武・井上・安野）

＠MOG

【WS】

中間セッション①

今までの出会い
キャリアを
振り返る

メンバー間での
対話形式

【WS】

中間セッション②

自己の
課題感とは
何か？

この機会の
意味づけ

＠MOG

【出会い④】

地域コミュニティ

徳丸ひかり

南小国町の
若者コミュニティと
地域で仲間を作る
スタンス

振り返り

振り返り

【FW】

南小国町の
リソースを知る

森林（FIL）
温泉（川湯）

草原（押し戸石）
観光（黒川温泉）

など

【出会い②】

南小国町起業型
地域おこし協力隊

當房こず枝

新たな視点を
得るとは
“森に入る“

【出会い⑤】

コーディネーター
今までの

キャリアやスキルを
転換していく

（前田、安部、佐藤智香）

＠MOG

【WS】

最終発表準備

最終日に向けて
自分の現状・理想
ギャップ（課題）と

向き合う

【WS】

最終発表

参加者メンバーや
コーディネーターに向けて

自分がこれから
取り組んでいきたいことを

伝える

＠MOG

【森でBBQ】
カジュアル
ディナー

最後の晩餐

5日目 6日目 最終日

各自で夕食 各自で夕食

13:30
＠未来づくり拠点

MOG
集合・開始 昼食・カァサお弁当

昼食・黒川温泉
（各自） 昼食・各自

【出会い③】

建築・防災

自分の望む道を
模索していく

三舛正順氏
＠山鳥の森

オートキャンプ場

昼食・各自

12:30
プログラム終了

「ワーキングバケーション 2021 」プログラム内容



當房 こず枝 さん

かける木工舎 / 南小国町 起業型
地域おこし協力隊

地元企業に10年勤続後、木工職人
養成学校に入るため長野県へ。

その後、熊本県小国町に
木工家具職人としてUターン。
2020年度より南小国町起業型

地域おこし協力隊に着任。

現在は黒川温泉入湯手形の
事業承継及び森林資源の活用を

ミッションに活動中。

南小国町 地域おこし協力隊

九州大学を休学し、デジタル工作
機械のシェア工房である

ファブラボ南小国を活動拠点に、
地域資源である小国杉を使った
ものづくり体験のプログラムを

開発し、実施を担当。

令和2年7月豪雨で被害を受けた
キャンプ場に、“専門家に頼らない

建築”をコンセプトにした
バンガロー棟を設計。現在施工中。

三舛 正順 さん

阿蘇さとう農園 代表 / SMO南小国
コーディネーター

プロダクトデザイナーとして
働いた後、実家の農業を継ぐため

熊本県阿蘇市にUターン。

伝統野菜である阿蘇たかなを
受け継ぐため『阿蘇タカナード』を
開発し、農林水産大臣賞を受賞。

阿蘇の草原を守るため
羊事業などにも取り組む。

佐藤 智香 さん

※ 抜粋してご紹介

and

more…

「ワーキングバケーション 2021 」で出会える人たち



昨年度「Working Vacation in ASO」の様子※ 「Working Vacation in ASO」は昨年度の名称です



起業型地域おこし協力隊員として、南小国町で
自分のソーシャルビジネスプランにチャレンジ！

SMO南小国・未来づくり事業部のコーディネーター
と共に、地域での生き方を探してみる！

他にも、地域パートナーとのマッチングや

移住サポート、またご自身と地域との

関わり合い方・プランなど、

SMO南小国のコーディーネーターに

お気軽にご相談ください。

南小国町・起業型地域おこし協力隊の選考も
兼ねる「ミライづくり起業塾 2021」に参加し、
自分の地域ビジネスプランを実行に移してみる。

自分の生業×社会貢献という、新しい地域
ビジネスの形を見出し、新しい自分の生き方を
自然豊かな阿蘇・南小国で実践してみませんか？

地域の課題解決につながる新規事業を立ち上げよ
うとしている事業者と二人三脚で、プロジェクト
リーダーとして1年間本気の挑戦ができます。

「ミライづくり起業塾 2021」で地域パートナー
となる事業者の方と出会い、この機会に自分の
スキルやキャリアを活かしてみませんか？

地域活性・人材育成・農業・商品開発・食など、
SMO南小国にはさまざまなジャンルで事業を
推進するコーディネーターがいます。

自分の興味のあるジャンル、得意なスキルを
どう活かしていけるか、コーディネーターに
キャリア相談ができます。

“地域事業者のミギウデ” として、新規事業の
プロジェクトリーダーになってみる！

「ワーキングバケーション 2021 」終了後のイメージ



SMO

南小国

ホーム

ページ

■説明会

7/27(火) 19:00～19:30

7/30(金) 19:00～19:30

8/4(水) 19:00～19:30
※詳細はブログに掲載

■エントリー

＜8月コース＞

8/11(水)募集〆切

＜9月コース＞

8/31(火)募集〆切
※エントリーはSMO

南小国のホームぺージにて

オンライン

個別面談

ワーキングバケーション

への意気込みや当日楽し

みにしていること、疑問

など、ざっくばらんにお

話しましょう！

オンライン

顔合わせ

<8月コース>

8/20(金) 20:00～21:00

<9月コース>

9/10(金) 20:00～21:00

当日

• 1日目は「未来づくり拠点MOG」に13:30集合です。
• 2日目～7日目は8時半から宿舎で検温・体調不良等の有無を確認の上、

9:00 にフィールドワーク先へ移動 → 9:30プログラム開始 → 17:00 プログラム終了となります。
• 最終日は12:30終了予定です。南小国町を出るバスの時間に合わせてご移動ください。
• 日中はプログラムがございますので、原則そちらにご参加ください。集中して参加できる方を優先させていただきます。
• プログラム中の食事は移動の関係上、場所が指定になる場合がございます。

「ワーキングバケーション 2021 」ご参加までの流れ


