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秋田県教育庁生涯学習課

広げよう！あなたのまちの 「家庭教育応援団」
「教育の原点は家庭にある」 との認識のもと、社会全体で子育てを支え
る環境づくりが求められています。そのためには、家庭教育情報の提供や
県民への学習機会を充実させるとともに、民間企業にも協力を呼びかけ、
働く親を支援していくことが必要です。
秋田県家庭教育支援制度「 我が社は家庭教育応援団」は、家庭教育支援に理解のある企業に「 応
援団企業」 として登録していただくもので、平成２０年の開始以来、企業団体でのクチコミによ
る紹介や県職員による訪問説明などを行い、登録数が増加してきています。今後も、家庭教育支
援への理解が進むことを目的に、登録企業が増えるように働きかけを続けていきます。

登録企業一覧 （平成２３年６月１日現在

応援団企業７１＋協賛企業・団体７＝合計７８）

男鹿市・潟上市・南秋田郡(12)

大館市・北秋田市・鹿角郡市(8)

○（株）寒風
○むつみ建設（株）
○（株）大晃商事
○（株）アマノ
○（株）萬盛閣
○（医）正和会
○小玉医院
○おおくぼ歯科診療所
○（福）正和会
○（株）日本ケアシステム
○（株）ヘルツェン
○（有）トータルヘルスマネジメント

○東光コンピュータ .サービス（株）
○大館市青果魚類卸売（株）
○（株）大館工芸社
○（有）トリトンハウス
◆アットサービス（株）
◆（有）祐康
◆大館市倫理法人会
◆（有）とんぼワークス

能代市・山本郡(2)
○（株）塚本油店
○北部建設（株）

由利本荘市・にかほ市(10)
○鳥海マテリアル（株）
○鳥海プラント（株）
○由利タイヤ（株）
○菊地建設（株）
○（株）三尺堂商店
○ジブラルタ生命（株）本荘支部
○（有）ＦＪ
○（有）テーケーマシーン
○（株）マシンマックス
○（株）秋田セキュリティサービス

大仙市・仙北市・仙北郡(2)
○（株）グランドパレス川端
○（株）シーグ

横手市・湯沢市・雄勝郡(3)
○・・・応援団企業
◆・・・協賛企業・団体

○（株）半田工務店
○（株）横手プラザホテル
○横手建設（株）

秋田市(41)
○武田亨税理士事務所
○（株）アルファプランウエーブ
○（株）シャトー
○（株）高井南茄園
○奥羽住宅産業（株）
○（株）むつみワールド
○（株）モリタ
○（有）都市クリエイティブ
○（有）サンライズ保険
○（有）みどりや不動産
○（株）ジロー洋菓子店
○社会医療法人明和会中通総合病院
○イオンリテール（株）イオン御所野店
◆メガネのアオヤギ

○東北製綱（株）
○秋田協和水産（株）
○秋田いなふく米菓（株）
○丸果秋田県青果（株）
○（学）山王学園山王幼稚園
○（福）豊生会
○（学）秋田市旭川幼稚園
○秋田自動車学校
○（学）加賀谷学園手形山幼稚園
○こひつじ保育園
○（学）伊東学園けやき平幼稚園
○秋田南自動車学校
○（学）聖公会聖ミカエル学園聖使幼稚園
○割山自動車学校
○（福）山王平成会ごしょの保育園
○（株）エポックコミュニケーションズ
○（福）若駒会わかこま保育園
○（有）ケアマネジメント
○（福）新屋厚生会日新保育園
○（福）愛染会特別養護老人ホーム一つ森
○（福）大空会上北手保育園
○（医）久盛会介護老人保健施設三楽園
○（株）藤工業サービス
○（有）介護センターふるさと
○（株）丸竹三共水産
◆秋田商工会議所
◆（株）大門電機商会

各企業や団体の詳しい取組内容や、新規登録の手順は、生涯学習課ホームページをご覧ください

秋田県生涯学習課関連施設
018-866-8400

図 書 館

テーマ展示
「大人だって夏休み－風の音をきこう、
森の命をはぐくもう－ 」 ２日(土)～３１日(日)
えほんのへや展示
「うれしいおたよりとどきました
～おてがみのえほん～ 」 ２日(土)～３１日(日)
郷土展示
「まんず、みでけれ 秋田の本こ ～平成 23 年度
第 1 回寄贈資料展 」
２日(土)～２１日(木)

018-884-7760

あきた文学資料館
文学講座

※先着 70 人 ,事前申込必要

「矢田津世子」

27 日(水) 13:30 ～ 15:00

農業科 学館

0187-68-2300

〈イベント〉
☆農業科学館まつり
３１日（日）
〈企画展示〉
ウチョウ蘭展
10 日(日)まで
樹脂粘土ベルクレイフラワー「らん」展
9 日(土)～ 10 日(日)
バラフェスタ“初夏を彩る” 18 日 (月 )まで
〈研究機関紹介コーナー〉
畜産試験場
10 日(日)まで
秋田県立大学
12 日 (火 )~8/28(日)
園芸教室「観葉植物の寄せ植えを楽しむ」
９日(土)9:30 ～ 11:30
※事前申込不要
食農体験「そば打ち体験」
17 日 (月 )10:00 ～
※事前申込必要

大館少年自然の家
指導者スキルアップ講座③

0186-43-3174
11 日（月）

７月の主な行事予定
018-865-1171

生涯学習センター

あきた学専門講座
【秋田城下物語】 2(土)、 17(日)、 23(土)、 30(土)
【ふるさとの山そして川】
2、 16、 23、 30(土)
にかほキャンパス
9 日(土)、 16 日(土)
マイスター養成講座
9 日(土)、 23 日(土)
26 日(土)
12 日(土)

能代キャンパス
秋田キャンパス
美郷キャンパス
キッズ＆ユースカレッジ
大仙キャンパス
れんけいカレッジ
明快！ Art ゼミ

26 日(土)
22 日(金)

生涯学習・社会教育関係職員実践講座Ⅱ
参加者が満足する！ワークショップのつくりかた
7 日(木)会場：県生涯学習センター
14 日(木)会場：北秋田市交流センター

0182-33-8855

近代美術館

〈特別展〉 ※一般８００円、大学生以下無料
アートで虫むし とびきりコラボ大作戦！13 日(水)まで
●ワークショップ
3 日(日)
「石でムシをつくろう」 ※事前の申込みが必要です
講師：佐藤正和重孝氏（彫刻家）
小学生以上２０名・材料費６００円
光と影のファンタジー 藤城清治の世界展
22 日(金)～ 9 月 25 日(日)

〈コレクション展〉
Ａｒｔ Ｒｅｐｏｒｔ Ａｋｉｔａ２０１１
第１期

日本画セレクション

第２期

ＴＨＥ柴田安子

10 日(日)まで
13 日(水)～ 10 月 10 日(月)

018-834-3050

美 術 館
＜企画展＞
藤田嗣治の日本画～筆墨礼賛～

18 日(月)まで

山の学校・みんなの学校「子どもハイキングくらぶ３」

対象：小中学生、保護者
23 日（土）
夏のアドベンチャー（長期宿泊体験）
対象： 小学４年生～中学生 ３０日（土）～８月２日（火）

岩城少年自然の家

0184-74-2011

アドベンチャーキャンプ
期日：２６日（火）～２７日（水）
対象：小学５年生～中学生
内容：鳥海登山、野外炊飯等
費用： 3,500 円
締切：１９日（火）

保呂羽山少年自然の家

0182-26-6011

アドベンチャー！スピリット 26 日(火) ~30 日(土)
対象：小学４年生～中学２年生
各施設のホームページも併せてご覧ください。

＜美術ホール 展示会＞
第 77 回旺玄会秋田展
6 月 30 日(木)～ 5 日(火)
第 48 回書友同人展
8 日(金)～ 11 日(月)
美 ing 第 26 回
15 日(金)～ 18 日(月)
第 49 回秋田県彫刻連盟展
15 日(金)～ 18 日(月)
第 28 回秋田二紀展
22 日(金)～ 26 日(火)
第 47 回自由美術秋田展
27 日(水)～ 31 日(日)

博 物 館
〈特別展〉
粋なよそおい雅なよそおい

018-873-4121
2 日(土) ~8 月 21 日(日)

〈秋田の先覚記念室企画コーナー展〉
生誕 150 周年 探検家・白瀬矗
31 日(日)まで
〈ふるさとまつり広場〉
七夕絵どうろう

20 日(水)まで

〈名誉館長館話〉 ※事前の申込みが必要
歴史と文化を語る
15 日(金)、 29 日(金)

