秋田県の元気な地域の活動情報満載 !!
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「元気ムラ通信」は秋田県が運営する「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、より多くの皆様に紹介するために
発行しております。
●発行日︓令和 2（2020）年 2 月1日

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！

（上）
「保呂羽雪祭り」
（横手市保呂羽地域）
（下）「世代間餅つき交流会」
（北秋田市前野地域）

2 月上旬に行われる戦国時代の城址にかがり火をともす
「白岩城址燈火祭」
（仙北市白岩地域）

小正月行事に雪祭り、イベントシーズンに入りました♪

冬の地域をみんなで盛り上げよう！
冬の雪祭りシーズンに入りま

地域だけでは人員が限られる

した。観光客をまねき、昔なが

ため、学生など地域外の人々と

らの伝統行事に触れてもらう地

交流し、若い力を取り入れると

域もあれば、住民の交流の場と

ころもあります。
行事を継承していくには、同

して雪祭りを行う地域も多く見
られます。
今年は暖冬による雪不足で、

「子ども冬まつり」
（能代市檜山地域）

じことを続けるだけではなく、
参加してくれる人、運営する人

雪祭りの開催に支障をきたす

が少しでも増えて、負担を減ら

ケースも発生していますが、人

せるように工夫をしていくこと

口減少により、集落毎に行って

も大事ですね。
各地のイベント会場で見られ

いた行事の実施が困難な地域も

る住民の皆さんの笑顔が、秋田

増えています。
「雪中運動会」
（横手市南郷地域）

の冬を温かくしています。

11～1月は

元気ムラの各地域でこのような活動がありました！

11 月 10 日、旧大葛小学校で「おおくぞフェ
スタ 2019」が開催されました。地域で剪定し
た木材を使ったクリスマスタペストリー作り
や、木のおもちゃ広場など、「木育」をテーマ
にしたイベントに地域内外から 250 人以上が

宮城県登米市から視察訪問！

木育をテーマにイベント開催！

大葛地域（大館市）

集まり、多くの親子連れで賑わいました。

12 月 8 日、南外の住民組織で運営するお互
いさまスーパー「南外さいかい市」で、年中
行事「大黒様の年取り」に合わせた特別イベ
ントを開催しました。昔の年中行事と一緒に
商品の試食会なども行い、店舗の集客＆認知
度アップに取り組みました♪

11 月 27 日、宮城県登米市の「石越コミュ
ニティ運営協議会」が、浅見内のお互いさま
スーパー「みせっこあさみない」を訪れました。
石越では移送サービス等の買い物支援を行っ
ていますが、今回の視察が、石越の新しい活
動のきっかけになるといいですね♪

郷土食の「凍み大根」を商品に！

「大黒様の年取り」と合わせ技！

南外地域（大仙市）

浅見内地域（五城目町）

仙道地域（羽後町）
GB ビジネスに取り組む仙道地域が凍み大根
づくりに取り組んでいます。昔から誰もが食
べていた郷土食を、首都圏のお客様向けの商
品にするため、11 月に大根収穫、1 月には皮
むき等の加工作業を行いました。3 月にはパッ
ク詰めをして完成する予定です♪

！

～
これ、うめぇ～ど
ふきどり餅

由利本荘市中直根と羽後町堀回でいただきまし
た。味はきな粉、あんこなど、普通のお餅ですが、
堀回では山で働く人が栄養をつける非常食だっ
たそうです。皆さんの地域では「ふきどり餅」
食べますか︖ (^^)

初午のタラ汁
下荒屋地域（にかほ市）

2 月に行われる男の子の「初午」で、必
ずタラ汁を出しています。漁港であがっ
たばかりのタラを大鍋で味噌煮込み♪

さばの缶詰汁
家内安全祈願の「大般若」で出すサバ
の水煮を使った醤油ベースの缶詰汁。
昔は肉の入手が難しく、お坊さんをも
てなすために考案した説もあり♪

小野地域（湯沢市）

地域づくり推進課の活動報告
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自分たちの「地域の将来」を考えよう︕
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２

３

コミュニティ生活圏のワークショップ及び報告会開催︕
コミュニティ生活圏モデル地区
①大館市山田地区 ②男鹿市男鹿中地区
③五城目町馬場目地区
④横手市山内地区 ⑤羽後町仙道地区

男鹿市男鹿中地区のワークショップの様子

地域づくり推進課では、人口減少や少子高
齢化により、単独集落では対応できない問題
を『コミュニティ生活圏（※）』で連携して解
決を図る事業を展開しています。
…………コミュニティ生活圏とは…………
※複数の集落からなる地域住民が一体感を感
じ、歴史・文化的なまとまりや住民の合意形成
を図りやすいエリア（旧小学校区・公民館区等）
のこと。秋田県の政策用語。

今年度は、県内 5 つのモデル地区（図参照）
が事業を実施し、ワークショップ（以下 WS）
等を開催しました。

その

２

５

４

【モデル地区で開催した事業内容】
●第 1 回 WS（10 月～ 11 月）
人口分析結果による人口増減の要因の検討
●第 2 回 WS（11 月～ 12 月）
地域の強みを生かし弱みを補う仕組みづくり
について考える WS
●市町村報告会（12 ～ 2 月）
WS で地域の課題や強みを明確化すると、今後の
具体的な取組内容が見えてきます。

「コミュニティ生活圏形成事業」
全県報告会を開催します︕
モデル地区の取組報告や定住増加・地域の暮らしを
支える仕組みづくり等のパネルディスカッション

●日時︓令和２年２月２９日（土）
１３︓００～１５︓３０
●会場︓秋田ビューホテル４Ｆ
（光琳）

お誘い合わせの上、ぜひご参加ください︕

地域コミュニティ活動の「担い手」を育成しよう︕

「集落活動担い手育成研修」を実施しました。

人口減少社会でも地域コミュニティ活動を持

県北会場
（能代市梅内地域）
で
行われたワークショップ

続的に行えるよう「地域の担い手」育成を目的
とした「集落活動担い手育成研修」を実施しま
した。
実施したのは県外の先進的な活動から学ぶ
「基礎研修」と、県内の取組から具体的な集落
活動のイメージを作る「実践研修」の２回です。
「基礎研修」には県内で集落活動に取り組む
住民約５０名が参加し、地域運営に関する事例
紹介等をもとに意見交換を行いました。
「実践研修」では、県央、県南、県北会場に
分かれ、「地域の賑わいづくり」、「生活課題の
解決」、「地域資源の活用」をテーマにワーク

ショップで自分たちの地域活動について考え
ました。研修の参加者からは、
「同じ課題に取
り組む『仲間』との認識を持つことができた」
「地域の今後を考えるいい機会になった」など
の声が聞かれ、今後の取組へのヒントとなっ
たようでした。

新地区
特集

地域からの
メッセージNo.22

女川地域（男鹿市）

女川自治会
石塚とみ子さん

どこにも負けない
元気な地域を作りたい︕

元気な地域の思いを発信︕
新しく令和の時代に入りました。
今回は、新たに元気ムラ登録される 3 地域の
住民の皆さんの声をご紹介します。

森山地域（五城目町）

秋ノ宮地域（湯沢市）
秋ノ宮
地域づくり協議会
佐藤力さん

森山地区
千田常巳さん

子どもが賑わう
元気ムラに︕

人（参加者）と物（商品）の
拡大を目指します

森山では地域の子ども会が中

秋田の南の玄関に位置する秋

です。ただ、地域に空き家が増え、

心となって開催している様々な

ノ宮は 550 世帯が暮らす山間部

老人会も無くなりました。普段

事業がありますが、特に 7 月の

で、秋ノ宮地域づくり協議会は、

から人の繋がりが無いと、災害

子ども七夕は大きなイベントと

個性豊かで安心して暮らせる地

など何かあった時にお互い声を

して行われています。

域を目指しています。

女川はまとまりの良さが自慢

かけづらくなります。

子ども七夕は公民館の助言を

主な活動は、地域を縦断する

そこで、老いも若きも参加で

受けながら、住民の協力で七夕

国道 108 号沿いに植栽した水仙

きる、日頃の愚痴もこぼして OK

を作成し、金魚すくいなどを行

を維持管理し、往来する方々に、

な「楽 笑 会」を 作 っ て 集 ま っ て

い ま す。ま た、大 人 が 参 加 し や

ひとときのほっこりと、自らは

います。

すいよう生ビール会を開いたり、

地域の一体感を感じあえる大切

地域行事の盆踊りと太鼓の指導

な財産となっています。

また、今年度は GB ビジネスに
参加し、地域でミズとミョウガ

も住民が行ってくれています。

昨年は試験的に笹の葉を出荷

地域に元気な子どもの声が聞

してみました。地域資源を活か

話 っ こ す る の が と て も 面 白 く、

こえる元気ムラにしたい思いで

したビジネスを続けていきなが

こういう場を地域にどんどん

す。地域で事業が継続できるよ

ら、生き生きと活気のある地域

作って女川をどこにも負けない、

う、見 守 り な が ら、支 え て い き

を目指して人と物の拡大に挑戦

元気なムラにしたいです。

たいと考えています。

します。

を出荷しました。皆で集まって

8/14 の「男鹿キッチ漕ぎ大会」は
10 年続く、女川地域の住民が主催
する自慢のイベントです。

7 月の子ども七夕は、森山公民館の
前に大きな七夕を作り、子どもも大
人も楽しめる行事を企画しています。

秋 ノ 宮 地 域 づ く り 協 議 会 が、国 道
108 号沿いに植栽した水仙ロードは、
ドライバーの目を楽しませます。

3 地域の紹介ページは、3月末に元気ムラ応援サイトに公開予定です。お楽しみに♪

編集後記

男鹿の各集落で大晦日に行われるナマハゲ行事では「まめでいろよ」という言葉を聞くことができます。
「まめ」＝「元気」という意味合いに近く、地元で使われる言葉は温かみがあっていいですね。若い世代は標準
語を使うことが多くなりましたが、なじみ深いふるさとの言葉も受け継がれていってほしいです (^^)

【発行】秋田県 あきた未来創造部 地域づくり推進課（元気ムラ支援班）
●住所／〒010-8570 秋田県秋田市山王 4 丁目 1-1

● 電話／ 018-860-1215

元気ムラ通信のご感想・ご意見も
お待ちしています︕

●FAX ／ 018-860-3875

●E-mail chiiki@pref.akita.lg.jp

