秋田県の元気な地域の活動情報満載 !!
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あきた元気ムラ
応援サイトは

号

元気ムラ で検索

「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）で紹介する地域を中心に、県内の地域づくり活動を
紹介しています。
●発行日︓令和 4（2022）年7月15日

交流する楽しさを

2017
（男鹿市）

大交流会で思い出そう！

2019（三種町）

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！

2018（湯沢市）

2016（大仙市）

上の写真は過去に開催された「あきた元気ムラ大交流会」の様子です。各地の料
理を囲みながら、初対面でも「おいしい」「どうやって作るの︖」と会話を楽しんで
いました。人との対話は元気の源なのだと感じます。コロナ禍で中断していた大交

今年は、にかほ市で開催！
令和 ４年
日時

９月３日（土）
13:00～15:15

流会も、今年は 9/3（土）、にかほ市を会場に 3 年ぶりに復活します︕感染予防のため
まだ試食交流は行えませんが、いろんな地域の方と対話を楽しめる企画を準備中で
す。懐かしい顔と再会し、元気な地域づくり活動を再開しましょう︕

元気ムラの皆様へ（ご挨拶）

会 場

にかほ市象潟公民館

おばら ともあき

秋田県地域づくり推進課長

小原 友明

皆さま、はじめまして。これからよろしくお願いします。
県内の集落においても、地域の活動を再開させる動きがみられるなど、日常の生活が徐々に
戻りつつあると感じております。今年度は 3 年ぶりに「あきた元気ムラ大交流会」を開催し、
様々な工夫を凝らしながら地域づくり活動に取り組む集落の事例などをご紹介したいと考えています。当日、皆さ
まにお会いできることを楽しみにしています。
さて「元気ムラ通信」は、おかげさまで３０号を迎えました。これからも、活動へのアドバイスや取組の情報発
信などを通して、皆さまの地域づくりをお手伝いしてまいります。

各地域の活動を紹介します！

～４～６月のスナップ写真集♪～
ピザ焼き
体験

鯉のぼり
設置

しらかけ

おおくぞ

白欠地域（鹿角市）

大葛地域（大館市）

6/5（日）
、地域の賑わいづくりのピザ焼き体

4/24（日）
、大葛青若会の皆さんが旧大葛小学

験が久しぶりに復活︕ブランクはありました

校に鯉のぼりを設置︕さらに、休耕田にヘーゼ

が、住民の皆さんが美味しいピザを堪能しま

ルナッツの苗木の植樹を行いました。六次産業

した。今年は今後、8 月、9 月の第一日曜に開催

化を目標に始めたもので、これからの活動が楽

します。

しみです。

つるがた

鶴形地域（能代市）

拠点施設
オープン

ひやま

檜山地域（能代市）

歴史と
桜まつり

5/31（火）
、
鶴形地域拠点施設に「鶴形そば食堂」

4/28（木）～5/1（日）
、能代市檜山地域で「檜山

がオープンしました。毎週火曜、住民のみなさ

桜まつり」が開催されました。桜の名所での歴

んが作った特産の「鶴形そば」を食べられます。

史ガイドもあり、多くの方々が檜山に足を運び

食堂の運営は初の試み︕住民の皆さんが集いや

ました。今年は 3 年ぶりに 7/17（日）
、「檜山納

すい場作りがスタートしています。

豆まつり」も復活します︕楽しみですね。

チェックしてみてください！

元気ムラの

SNS

地域づくり推進課では
ホームページや SNS で
秋田県内の地域活動を
情報発信しています。

●LINE（ライン）
●Facebook（フェイスブック）

LINE で
「あきた元気ムラ」と
検索して友だち登録！
ID→＠872jozng

●note（ノート）
●Instagram（インスタグラム）
●Twitter（ツイッター）

あきた元気ムラ
@akitagenkimura

～こんなことありました♪～
地域の
資源調査

しもいわかわ

伝統の
山焼き復活

みつかたもり

下岩川地域（三種町）

三ツ方森地域（由利本荘市）

6/22（水）、「秋田県立大学」と「（一社）持続可能

4/29（金）
、近 隣 の 由 利 本 荘 市 石 沢 地 区 の 有 志、

な地域社会総合研究所」の共同研究による現地調査

大学生や市・県職員など 60 名近いボランティアの

が行われました。今後、学生が住民から聞き取りを

方が集まり、三ツ方森地域の伝統の山焼きが復活

行い、地域資源の掘り起こしなどを行っていきます。

しました︕

花の
町づくり

伝統芸能
披露

かまがだい

釜ヶ台地域（にかほ市）

こがなり

小神成地域（大仙市）

5/28（土）
、「東北絆まつり」で釜ヶ台番楽が披露

小神成地域ではプランターを各家庭に配り、花植

されました。地域外での披露は3 年ぶり♪大勢の前

えを行ってもらいます。4 月にはパンジー、6 月に

での演技はうれしいもので、
「練習にも力が入る」

はベゴニアの花々が各家々の前でお出迎え♪花の

と、保存会の皆さんも喜んでいました。

町づくりを継続してきた地域ならではの風景です。

藤棚の
保存

自主防災
訓練

となみ

戸波地域（横手市）

いわさき

岩崎地域（湯沢市）

自主防災組織を立ち上げた戸波地域で、講師を招

藤の花の見頃に合わせ、千年 ( ちとせ ) 公園で藤ま

き非常食づくりを行いました。この 2 年、住民が集

つりが行われました。岩崎地域は豪雪地域。公園

まる機会が少なくなっていましたが、この日は防

内の藤棚の除排雪や草刈り作業など、公園を管理

災を学びながら、かつ、楽しい交流の場となって

する地元の方々の努力により、毎年、藤棚に見事

いました。

な藤が開花しています。

から
地域 を
元気 ！
！
発信

地域からの
メッセージ No.2９
五城目町

この日のメニューは親子丼、ほうれん草の
おみそ汁、山菜のおひたし、チーズケーキ。

馬場目地区のランチ会

地域内のコミュニティを深める場として、
「カフェ chotto（ちょっと）ちゃっこ」と
いうランチ会を馬場目ふれあいセンター
で開いています。
今年度１回目のランチ会が 5/29（日）
に開催されました。調理室ではカフェ部
会の女性たちが、旬の山菜を盛り付けた
り、おみそ汁を作ったりと大忙し︕
自宅の庭先や裏山で採ったという山菜
は、色鮮やかで新鮮さが伝わります。た
く さ ん あ っ た 食 材 も、女 性 た ち の 手 で、
あっという間においしそうな料理へと変
わっていきます。すべて手作り、その優
しい味におなかも心も満たされます♪

地域の技

戸波のケラ

編集後記

女性たちの工夫が楽しみを作り出す♪

馬場目（ばばめ）地区では、毎月 1 回、

手描きのイラストで作ったランチマッ
トや、各テーブルに置かれた花など、細
かなところまで丁寧さを感じます。
ランチ会は終始にぎやかな雰囲気で行
われていて、参加者同士で楽しく会話を
しながら食事をしている様子が印象的で
した。
毎月開かれるランチ会は、カフェ部会
の皆さんの工夫であふれています。その
時によって、健康講座やクリスマスパー
ティーなど、季節ごとのイベントも開催
されるので、毎月違った楽しみがあるこ
とも魅力の一つ。
スタッフの皆さんの丁寧な心遣いがラ
ンチ会に彩りを添えています。
春は花が咲いたふきのとう（右写真）を
飾ったり、初夏はフキの葉をお皿代わりに
したりと、季節を感じさせる工夫も♪

横手市増田に位置する戸波地域。こ

業は地道で細かなもの。それでも伝

こに、今も江戸時代中期からの伝統を

統を残そうと、家族ぐるみで材料確

守る一家がいます。ケラとは蓑 ( みの )

保や作業に取り組んでいる明るい一

のことですが、戸波ケラの材料は藁 ( わ

家です。「ケラを編むのはボケ防止に

ら ) でなく海草や山に自生する植物。

はもってこいの作業だ｣と、大らかに

これを確保するのも一苦労。そして作

語ってくれました。

今年度に入り「竿灯が復活︕」
「大曲の花火が復活︕」などのニュースが増えてきました。感染状況は油断で
きませんが、
「復活」という言葉は元気が出てきます。気持ちを少しずつ前向きにしていきたいですね。

【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）
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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

