北は小坂町、南は湯沢市まで秋田県の元気な集落の情報満載!!

元気ムラ通信６

号

元気ムラ通信は秋田県活力ある集落づくり支援室が運営する「秋田県のがんばる農
山漁村集落応援サイト（通称：元気ムラ応援サイト）」で紹介している地域活動を、より
多くの皆様に参考にしていただくために発行しております。 ●発行日：平成27年2月1日

初めての
がんばろう市！！
2014年11月29～30日、秋田駅西口ぽぽろーどで開催した「がん
ばろう市」には、初めて参加する3地域を含む県内9地域の元気
ムラの皆さんが一堂に会し自慢の逸品を販売しました。

あきた元気ムラ
応援サイトは
元気ムラ

で検索

●Ｔｗｉｔｔｅｒアカウント→@akitagenkimura
●ｆacebook→「あきた元気ムラ」

元気ムラサイトを
携帯電話・スマート
フォンで見たい方は
←こちらから！

最初は不安でしたが、持参した漬物は完
売に近い状態でした。他の集落の販売方
鹿角市
法も勉強になりました。お客さんの反応も
三ッ矢沢地域
良く、「三ツ矢沢の漬物は美 味しい 」と
言ってくれました。秋田市に住んでいる地
（三ツ矢沢自治会）
域出身者に声がけしたら応援にきてくれ
て、とても嬉しかったです！

横手市・亀田地域
元気ムラ支援室は「がんばろ
う市」などのイベントを通じて、
地域の皆さんが一緒に活動
する場づくりを行っています。
「販売」と聞くと、ちょっと敷居
が高く感じるかもしれません
が、販売するのは野菜、山菜
や、お母さんたち手作りの漬
物、お菓子など身近なもので
す。参加した地域の皆さんか
らは「やって良かった」という
声をいただいています。今回、
初参加した3地域の声をご紹
介します！

（プリティアップル）
秋田駅のような大きな場所での販売は初め
てで不安でしたが「自分たちの活動を知って
もらおう」と参加したら、りんご染めに興味を
持つお客さんも多く、みな「参加して良かっ
た」と話しています。一緒に販売した他の地
域の方とも情報交換でき、「お互いがんばろ
う」と励まされました。

男鹿市・中石地域
（梨フレッシュレディ’ｓ）
とても楽しく参加させていただきました。他の
地域でどんな活動を行っているか、地元に
いるだけでは知ることができないので、参加
してみないと分からないことがあるんだと思
いました。近くのブースの集落と意気投合し、
仲良くなって新しい繋がりができました。

平成２６年度は７地域の
元気ムラが加わります。
平成22年に開設した「元気ムラ応援サイト」では、
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地域づくり活動に熱心な地域を、これまで58地域紹介
してきました。今回の元気ムラ通信では、春（3月末）
の公開に向け、現在取材中の7地域をご紹介します！

１

はんどうじ

２

やまだて

半道寺 地域

山 館 地域

大仙市

大館市

9集落で自治会を組織し、平成25年に建設した三世
代交流館を拠点に活動。有志で結成した「おもてなし
一座」が地域の賑わいづくりに一役かっています。

３

うかわ

3集落で「山館部落」を組織。特別養護老人ホーム
山館苑と連携し盆踊り等のイベントを一緒に行うほ
か、伝統食を活かした加工品づくりも行っています。

４

鵜 川 地域

前 野 地域

三種町
11集落からなる鵜川連合自治会が休耕田を活用し、
薬草・薬木の栽培に取り組んでいます。薬草を活か
した料理教室やレシピ開発も行っています。

５

なのかいち

七日市 地域
北秋田市
旧七日市村の20集落からなる地域。有志で結成し
た「おさるべ元気クラブ」が長岐邸を中心に歴史講
座、ジャズライブ等のイベントを開催しています。

７

かみまち

上 町 地域
能代市
能代市の官庁街に位置する街中の自治会。同じ市
内の自治会や関係団体と連携し、朝市や「のしろま
ち灯り」などの賑わいづくりを行っています。

まえの

北秋田市
昭和50年の宅地造成事業で発足した新興住宅地
の自治会。18世帯でスタートし、現在は約180世帯。
地域の横のつながりを重視し活動しています。

６

まえやま

前 山 地域
北秋田市
「奴踊り」「じゃこ釣り舞」といった郷土芸能を伝承し
ています。保存会に加え、中高生や子ども会、婦人
会が地域ぐるみで継承に協力しています。

今回、ご紹介した7地域の
情報は元気ムラ応援サイトの
「産地直送ブログ」に
掲載されています！
←見てみたい方は、
こちらのＱＲコードから
ご覧ください。

集落間交流リポート
３

青森県の３地域が
元気ムラを訪問！

山田地域

大仙市南外地域
11月26日に五城目町役場で浅見内町
内会の皆さんと意見交換を行いました。

2014年10月末から12月にかけ、県
内の元気ムラで地域づくりに取り
組む集落の交流が4回行われまし
た。4回の交流のうち、3回は、なん
と青森県からの訪問でした。地域
づくり活動に取り組み、秋田県の元
気ムラに関心を持つ県外の集落が
多くなってきたようです。また、大仙
市の南外地域は、「地域活動ヒント
集」をご覧になって、買い物支援に
興味を持ち、五城目町を訪問しまし
た。ヒント集は地域コミュニティサ
ポート窓口に設置しています。活動
事例が豊富に掲載されているヒン
ト集、ぜひ皆様もご活用ください。

２

青森県

1
１

新郷村川代振興会

10月27日に大館市・山田地域、
28日に同市の大葛地域を訪
問しました。

２

三沢市根井地区

11月20日に、由利本荘市・赤
田地域を訪問しました。

３

平内町藤沢町内会

12月15日に大館市・山田地域、
16日に五城目町・馬場目杉沢
地域を訪問しました。

「 美 の 国 あ きた ネ ッ
ト」 から全県の窓口
一覧やヒント集をダ
ウンロードできます

地域活動でお悩みがありましたら……

地域コミュニティ
サポート窓口をご利用ください。
窓口は全県の市町村にも設置されています。「地域活動ヒント
集」を活用し、地域づくりのアドバイスや事例紹介、研修先の
コーディネートなど、地域づくり活動のお手伝いをいたします。お
近くの市役所・役場にお問い合わせください。

→ 組織別案内 → 企画振興部 → 地域活力創造課
活力ある集落づくり支援室 → 地域コミュニティ政策
推進協議会 →地域コミュニティサポート窓口
※美の国あきたネットのトップページから、
上記の順にクリックしてください。

地域コミュニティサポート窓口 秋田

検索

秋田県公式ウェブサイト「美の国あきたネット」→http://www.pref.akita.lg.jp/

２月の元気ムライベント情報
７

土

仙北市白岩地域

１４

土

１５ 日 横手市狙半内地域

１４ 土

イベントの詳細は
元気ムラ応援サイトにも
掲載しています！
能代市上町地域

１５ 日

北秋田市七日市地域

第１４回白岩城址燈火祭

元祖さるはんない幻灯

第１６回のしろまち灯り

葛黒の火まつりかまくら

●2月7日（土）17:00～20:00
●会場：仙北市角館町白岩平
城（本町通り）

●2月14日（土）～15日（日）
18:00～21:00 ●会場：狙半
内地域の沿道11ｋｍ

●2月14日（土）16:00～20:00
●会場：能代市上町・柳町・畠
町・駅前・西大通り

●2月15日（日）16:00～ご神木
起ち上げ 18:00～点火儀式
●会場：北秋田市・葛黒集落

声

元気な地域の
想いを発信！

元気ムラからのメッセージ
羽後町

堀回地区コミュニティ推進委員会
事務局長 金 一治さん

1974年（昭和49年）「皆さんはここをど
んな地域にしたいですか。町への要望も含め
て書いて下さい」という住民意向調査から始
まった地域コミュニティづくりは、まるで
「よろず屋」のような活動計画をたててス
タートしました。
時を同じくして、すでに姿を消していた盆
踊りや獅子舞、小正月の門松かまくらなど、
それぞれに保存会をつくって復活、継承への
動きが始まったのでした。
350世帯、約1,000人が暮らすこの地域は零
細な農家が多く、出稼ぎと日雇いが主流で、
決して暇な人などいませんでしたが、今「一
生懸命がんばれば誰かが後を継いでくれる」
ことを実証しつつあります。
よく「若い人たちの参加が少なくて」と悔
やむ声を聞きますが、仕事で精一杯の人が多
いのですから過大な期待をかけるほうが無理
なのです。コミュニティ創立40周年の時、小
学校5年生が自主的に各家庭を訪問、「ここ
をもっと住みよくするために何が大事だと思
いますか」というアンケート調査をし、その
まとめを突きつけられた時、歴史はつながっ
ているなぁ、とみんなで喜びあいました。

小
さ
な
歩
み
が
未
来
に
つ
な
が
る

この41年間を支えたもの、それは人それ
ぞれの違いを認め合い、共通の思いを大事
にしてきたこと。そして町の指導や協力は
ありがたくいただきながらも、主役は地域
住民であることを、いくら困難でも努力し
守り通したことではなかったか、と思いま
す。
昨年、37年の歴史に幕をおろした小正月
行事を引き継ぐとともに、保育園から老人
クラブまで200人が吹雪の中で激突する雪
中綱引き合戦、これに白銀の山野を照らす
冬花火で春を呼ぼう、と2月8日の雪まつり
準備をすすめています。
1年後には小学校が消える厳しさの中で
も自らの手で生きがいと喜びをつくり出す
歩みが、今年もスタートします。
●堀回地区コミュニティ推進委員会
堀回地区の12の集落で構成する組織。昭和49年に
秋田県のモデルコミュニティ地区に指定されたこと
から活動をスタート。活動の中身を決める際は住民
アンケートや座談会を実施。住民が何を望んでいる
のか、住民の「声」に耳を傾け41年活動しています。

編 集 後 記 “お焼き”が食べたい
元気ムラ支援室には、様々な問い合わせがあります。新年明けてから、「サイトに掲載されてる“お焼き”を買い
たい」と、首都圏の女性から電話がありました。聞けば女性は秋田県の出身。小さい頃、普通に食べていた“お焼
き”は、東京では手に入らないそうです。小さい頃に食べた記憶は大人になっても消えないもの。お焼きに限らず、
漬物、山菜、お菓子……私たちの身近にある食べ物は、とっても貴重な宝物なのだと感じたのでありました。

元気ムラ支援室は「住民主体」の地域づくり活動を支援しています。
●地域づくり活動事例の出前講座 ●G・B（じっちゃん・ばっちゃん）ビジネスの支援
●集落間交流のコーディネート など。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ

こんな活動を
しています♪

●発行／秋田県 活力ある集落づくり支援室（元気ムラ支援室）
●住所／〒010-8570 秋田県秋田市山王4丁目1-1
●電話／018-860-1215 ●FAX／018-860-3875 ●E-mail katsu@pref.akita.lg.jp

