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８

あきた元気ムラ
応援サイトは
元気ムラ

号

で検索

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

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8月1日

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！

６～７月の元気ムラから話題のトピックス

「ピザ窯」を作る地域が増えてます♪
６/７（日）鹿角市・白欠（しらかけ）集落リポート

１

17世帯が暮らす鹿角市八幡平地区の白欠集落。

「ほっと一息」「ほっとする」と
かけて命名した「ほっとハウ
ス」前で記念撮影♪

固定型

昨年11月、住民の皆さんが、集会所の隣に手作
りの木造小屋「ほっとハウス」と「石窯」を完成さ
せました。今年の6/7には、鹿角市の若者で構
成する「かづの若者会議」をはじめとする県内の
ピザに加え、パンも焼けます。白欠
集落の地域内にある炭焼き窯の煉
瓦を使って製作しました。

若者会議メンバーが白欠に集まり、ピザ作りを
楽しみました。「地域内外の人が一緒に楽しめ
る場になれば」と、白欠ではピザ作り体験を今年
度に入り、3回実施しました。今後は9/6と11/8

２

大館市・大葛地域

大葛地域の長部集落の皆さんが設計から製
作まで手掛けました。自動脱穀機を改良した
石窯で地域行事の場で活躍中。愛称は地域
のシンボル「竜ヶ森」にちなみ「竜チャン」。

の2回、開催する予定です。

ピザ窯を持つ元気ムラ地域
能代市
常盤地域

鹿角市
白欠地域

3
２

１

４

５
由利本荘市
坂之下地域

６
７

大仙市・余目地域

石窯の周りを玉
石でコーティング。
余目地域に活動

大館市
大葛地域
由利本荘市
赤田地域

４
移動式

３

能代市・常盤地域

団体も多く、集落
間交流の場でも

大仙市
余目地域
由利本荘市
中直根地域

平成23年ころから石窯を作る地域が増え
てきました。集会所や地域の拠点施設の
近くに石窯を設置して交流の場に使用す

の視察で訪れる

固定型

５

移動式

活躍しています。

由利本荘市・赤田地域
地域の拠点施設
「東光館」の敷地
内に設置。外部
の 人 も ピ ザ焼き
を体験できるよう
になっています。

NPO法人常盤ときめき隊が製作。
能代市の「嫁見まつり」など、イベン
トに出張しピザを販売しています。

６

由利本荘市・坂之下地域
固定型

るケースや、地域外のイベントに出張可
能な「移動式」の石窯を作る地域も増えて

７

きています。

由利本荘市・中直根地域
名称は「ピザハウス菜五

石窯がある地域に
勉 強 に行 くケー ス
も多く、地域間の
交流も生まれてい
ます♪

移動式

由利本荘市のカダーレで行われた
国民文化祭イベントに出張し、期間
中・8日間で1,800枚のピザを焼きま
した。

味（なごみ）」。冬場の石
窯の保護のために屋根
も設置しました。フットパ
スや地域行事の場で使
用されています。

固定型

元気ムラ支援室からのお知らせ

活動報告

5月末の東北六魂祭では石川
地域、横岡地域、根子地域の
伝統芸能が披露されました！

地域の味が千葉県へ！

参加者は110名以上！

G・Bビジネス拡大展開事業

地域おこし協力隊員交流会

6月2～3日の2日間、千葉県柏市の京北スーパーの皆さ
んを秋田県に招き、五城目町・馬場目杉沢地域と由利本
荘市・赤田地域で「山菜試食会」を開催しました。試食会に
は県内7地域の元気ムラ集落が参加し、山菜を使った料
理を持ち寄りました。今回の試食会を踏まえ、集落から提
供してもらったレシピを元に、京北スーパーで元気ムラの
山菜を使ったお惣菜が作られる予定です。

6月30日、五城目町・旧馬場目小学校を活用した「五城目
町地域活性化支援センター」において、東北地方で活動
する地域おこし協力隊員や集落支援員の交流会を開催
しました。各地の隊員の活動を紹介する掲示物を体育館
の壁に貼り、各々交流を深め、事例発表では、五城目町
の隊員から、活動をする中で「どんなことを大切にしてき
たか」を話していただきました。

イ ベ ン ト 情報

大交流会!!

あきた元気ムラ
今年は「由利本荘市」で開催します!!
開催日

９/５(土)
12:00～15:30

第１部

●会場：由利本荘市 総合体育館
（住所:由利本荘市岩谷町字西越62）
※道の駅おおうち隣
集落活動を活発にするヒントを得るため、
地域の皆さんで交流会に参加してみませんか

地域づくりに取り組む集落・団体の事例発表
3つのテーマ会場に分かれて、テーマ毎の活動事例の発表や、意見
交換を実施します。※参加したいテーマの会場を選んでいただきます。

第 １ 会場

地域間連携
事例
発表

●能代市常盤地域
●北秋田市七日市地域

第 ２ 会場

収入源づくり
事例
発表

●上小阿仁村南沢地域
●仙北市田沢地域

第2部

地域のお宝を
囲んでの交流会！

第 ３ 会場

企業や学生と連携
事例
発表

●株式会社ヤマグチ（京都市）
●学生団体ATMU！（秋田市）

参加申込みについては、各市町村の
「地域コミュニティサポート窓口」までお問い合わせください。

申込締切は

８/17(月)

８～９月に県内各地の元気ムラで開催される行事をご紹介

おすすめイベント情報
大館市・大葛（おおくぞ）地域

おやじ祭り

【開催日】
８月16日（日）
10：00～15:00

男性による、男性のためのお祭り！

由利本荘市・赤田（あかた）地域

赤田大仏まつり

【開催日】
８月22日（土）
13：30～15：30

200年以上の歴史を持つ、赤田地域最大のお祭り

大葛地域の旧大葛小学校
のグラウンドや体育館など
を利用して2012年から行
われているイベントです。
バイクや車の展示、男の
グルメ屋台村など、楽しめ
る催しがたくさんあります。
秋田県の無形民俗文化財に指定されており、地域で信
仰を集める「是山和尚」が赤田の大仏を造った後に始
まった神仏混交のお祭りです。五穀豊穣、家内安全を祈
願し、周辺地域に伝わる伝統芸能が一堂に会します。
【会場】 旧大葛小学校 （住所：大館市比内町大葛休間内
沢口22） ※最寄りの施設：大葛温泉から車で約6分

男鹿市・中石（ちゅういし）地域

第16回男鹿梨まつり

【開催日】
9月27日（日）
9:00～14:00

もぎたて、旬の梨がいっぱい！梨狩りも楽しめます！

会場では収穫したての旬の梨を購入でき、会場では梨の皮剥
き競争や、重さ当てクイズ、ゲストを呼んでのアトラクションが
行われます。会場から定期的に出発するバスで梨狩りに行く
こともでき、梨を思う存分楽しめるお祭りです。
【会場】 JA秋田みなみ中石梨選果場 （住所：男鹿市五里合
中石字十文字60） ※最寄りの施設：男鹿ふっと観光案内所
から車で8分

～編集後記～
祭典で深まる”絆”

【会場】 長谷寺（住所：由利本荘市赤田上田表115）
※最寄りの施設：東光館から歩いて2分

藤里町・米田（よねた）地域

根城豊作相撲

【開催日】
9月下旬

明治時代から続く米田地域の伝統行事

明治35年頃から続く、秋の豊作を感謝して神様に相撲を奉
納する行事です。巡業大相撲とほぼ同じ構成で、土俵入り、
初切（しょっきり）、3人抜き、5人抜き、三役そろい踏み、東西
に分かれての団体戦、個人戦、親子相撲などが行われます。
【会場】 旧米田小学校グラウンド （住所：山本郡藤里町粕毛
米田） ※最寄りの施設：藤里町役場から車で13分

集落活動コーディネーターがゆく！

横手市・木下（きじた）地域で行われた「鹿嶋様祭典」の話です。祭典は、朝早

くから鹿嶋様の体を藁で造り、その夕方、鹿嶋様を乗せた台車を曳きながら地域内を練り歩きます。会館
前から出発し、各家々を経由して鹿嶋様が鎮座するお堂へ向かうのですが、各家々から徐々に行列が大
きくなっていきます。大きくなった行列は「○○ちゃん、大きくなったね」など、地域の皆さんが交流する場
に早変わり！楽しそうに話す地域の皆さんを、鹿嶋様が優しく見守っているように見えた取材班でした。

声

元気な地域の
想いを発信！

地域からのメッセージ Vol.7
にかほ市
象潟

横岡自治会の皆さん

鳥海山の麓、標高250m程に位置する横岡集落。
「集落会館からは日本海に男鹿半島、飛島も見
える。晴れた日の夕日、それは見事だ。横岡の
上に人は住んでいないけど（笑）雪は少し多く
ても、象潟の町中からは車で10数分。海の幸・
山の幸がいつでも身近に手に入るし、道路や田
んぼも藪になってるところもない。みんなで草
刈りして綺麗にしてるんだ」。自分たちが暮ら
す地域を自治会の皆さんはこう話します。
「今年は雨が降って参加人数が心配だったけ
ど134人も参加してくれた」と話す運動会は今年
で45年目。鳥海山日立舞（ちょうかいさんひた
ちまい）、小正月行事「サエの神」など伝統行
事も多く、普請や畦畔の草刈りなど毎月のよう
に集落行事がありますが、出来なくなった行事
はあまり無いそうです。
中でも6月中旬の神明社祭典の前夜祭は「横岡
にこんなに人がいたんだか？というくらい人が
集まる。前夜祭で出す余興は自分たちで考え、
本番まで毎日のように集まって、衣装を準備し
練習してる。余興は大 変だけど楽しいんだよ
な」。住民はそれぞれ仕事を持ってるため、こ
れらの作業を行うのは仕事の合間。時間を調整
して協力してくれています。前夜祭には周辺地
区
秋田で山菜出荷ビジネスをやってみませんか？

先
輩
た
ち
を
見
て
“
継
続
”
し
て
い
く

活動内容

区から見にくる人も多く「見に来てくれる人が
いると俺たちもやったかいがある」と話します。
行事を継続できる理由を「俺たちは“順繰り
“で役がまわるから」と話します。祭りの実行
委員も当番制でその年ごとに変わり、一人が同
じ役を長年続けることは稀です。「自分が役に
携わっている時、周囲が手伝ってくれる。そう
すると他人が役を持った時『俺は知らねえ』と
はならない。みんなが役を持つから行事の大変
なことや大事なことを覚えていくんだな」。そ
して行事の継続に欠かせないのが「先輩」の存
在。「やっぱり先輩たちだよな。俺たちも守っ
ていかなきゃと自然と思うようになってきた」。
横岡の皆さんは多くの地域行事を脈々と継続
してきました。みんなが協力してくれる横岡の
風土は、先輩たちの背中を見ることで培われて
いるようです。
※2015年7月28日にインタビューした内容を掲載しました。
●●●●● 横岡自治会の活動 ●●●●●
平成27年3月現在、96世帯が暮らしています。標高250m
の傾斜地にゆるやかに棚田が広がる農村集落。「上郷の
小正月行事」「鳥海山日立舞」などの伝統行事も多く、平
成22年から東京都港区の児童を受け入れ、農業体験を
しながらホームステイさせるグリーンツーリズム活動も
行っています。

元気ムラ支援室を拠点に下記の活動を行います。

●元気ムラの集落が連携して行う山菜等出荷ビジネスのサポート全般
●集落ネットワークに参加する集落及び取引先との調整や受発注業務など
募集人員
報 酬

１名

募集期間

１６万８０００円/月
※ほかに住宅借上補助あり

募集
説明会

７/２７（月）～９/１１（金）
●秋田会場…8/16（日）
●東京会場…8/30（日）
●大阪会場…9/6（日）

※応募資格要件、雇用形態、採用期間など詳細は、下記の元気ムラ支援室までお問い合わせください。

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 ●GB（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
FAX／018-860-3875 E-mail katsu@pref.akita.lg.jp

電話/018ー860ー1215

