
Akitaふるさと活力人（Ｈ１７－２６）公開用名簿

番号 名　　前 活動拠点 得 　　意　　分　　野

1 明平　英晃 仙北市・大仙市 ストリートダンス

2 浅野　慎太郎 秋田県 地域活性化、イベント農業、販売、食育

3 阿部　進 湯沢市 農業体験、施設見学会、出前授業、紙芝居

4 安藤　武克 美郷町

5 安養寺　文隆 秋田市、潟上市 生態系保全のための活動

6 池端　正好 秋田市 水産業

7 泉　寛之 横手市（旧横手市）

・農地・水事業、多面的機能事業

・イベントや広報、学校等への出前授業

8 泉谷　衆 仙北市、秋田市

・グリーン・ツーリズム（農村・農家・農家民宿・レストラン等）

・人の紹介、コーディネート

・アイディアのアドバイス等

・地域や祭りの情報

9 板谷　大樹 八峰町

観光

・旅行商品造成（国内旅行業務取扱管理者）

・添乗、アテンド（国内旅程管理主任者）

10 伊藤　清栄 秋田市 地域活性化（イベント活動、伝統行事へのサポート）

11 薄井　伯征 大潟村

ジオパーク、生涯学習の理論と実践、八郎太郎伝説、地域資源のおも

しろさの発見

12 薄井　真貴 秋田市

スポーツ指導（エアロビクス、キッズ、中高年）、障害者スポーツ指

導・支援活動、タイ古式マッサージ・国際交流

13 榎本　鈴子 東京都

・食育（セミナー）

・食品開発、販売相談（三越伊勢丹ホールディングに店舗有り）

14 太田　剛史 横手市

15 太田　珠実 秋田市 観光（体験型、滞在型）、グリーンツーリズム、６次産業

16 太田　良行 由利本荘市

・多文化共生マネージャー　（多文化共生社会の推進）

・秋田県ふるさと水と土指導員（まちあるきのプロデュース）

・指定管理者制度の外部評価

17 大友　富久美 横手市

18 大穂　耕一郎 北秋田市

旅行業（第３種）

秋田内陸線沿線のツアー企画

特産品開発

19 大山　慎 由利本荘市 「集落対策事業」担当経験がある

20 笠井　郁 北秋田市 林業

21 加藤　裕子 潟上市 プロモーション戦略、商業振興、企画、販売

22 門脇　砂絵美 仙北市 グリーンツーリズム
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23 鎌田　洋平 湯沢市、潟上市

「湯沢市・高橋正作と潟上市・石川理紀之助を（勝手に）繋ぐ人」

（キーワード）古民家活用、環境教育、八郎湖、高橋正作、

石川理紀之助、地域活性化、イベント、連携作り

　湯沢市では“古民家に集う会”という団体で、古民家の維持活用お

よびそこに住んでいた地域の偉人・高橋正作の顕彰活動を行っていま

す。

　また、潟上市では、八郎湖の環境学習に取り組むNPO法人で、八郎

湖流域の環境学習や市民団体の連携作りをしています。

　秋田の農の偉人・高橋正作（湯沢市）と、石川理紀之助（潟上市）

を繋げる活動も行っています。

24 岸野　奏子 北秋田市 観光案内、イベント、人と人とをつなぐ

25 木村　潤 美郷町

26 木元　千恵子 仙北市（西木町）

調理全般、ガーデニング、ハンドメイド、

観光に関すること、スポーツ（特に山岳、ウインター）、

農業、グリーン・ツーリズム

27 草皆　新 秋田市 環境教育、農業体験斡旋、メンタルケアカウンセリング

28 工藤　淳 秋田市

農村の組織を支援すること

農村地域をデザインすること

29 小助川　健志 由利本荘市

①地域おこしに関するワークショップの実施

②①に関連したイベントの企画立案

30 金萬　誠志 鹿角市・鹿角郡 森林・森林・レクレーション・イベント企画

31 齊藤　伸一 北秋田市 イベント企画・実施

32 嵯峨　秀樹 秋田市 イベント企画等

33 佐々木　展 秋田市 建築

34 佐々木　道義 大仙市西仙北

イベント、福祉、広報、演出、幼稚な野菜アート、言葉遊び（コピー

ライティング）、ファッション

35 佐々木　義実 大仙市西仙北 グリーンツーリズム

36 佐藤　愛生 横手市 農業を通した地域活性、食育

37 佐藤　俊二 由利本荘市

酒造、醗酵、食品、整備

農業、林業

重機操作運転

溶接

38 柴橋　和彰 秋田市 地域活性化、交付金・補助金等の制度説明

39 菅原　喜博 大館市 意見交換会とアスパラ栽培

40 鈴木　公英 潟上市 写真、天文、料理

41 鈴木　龍一 潟上市

42 高橋　和幸 由利本荘市（東由利地域）地域活性化

43 髙橋　広之 大仙市（太田町）

・食農教育（お米ピザづくり、ポン菓子）

・アウトドア（ボード、スキー、川遊び等）

・伝承行事（かまくらづくり、紙ふうせん等）

2 / 3 ページ



44 田口　則芳 秋田市

農業体験学習（小学生・中学生・一般）実施中

・缶詰加工実習　実施中

45 角田　伸一 八郎潟町、大潟村 映像編集

46 鶴田　卓也 秋田市

47 寺山　佳奈 秋田市、美郷町 映像制作、写真撮影、音楽チューター

48 照井　元 横手市（旧横手市）

農地・水及び多面的機能を７年間。２１世紀を８年間それぞれ行って

きたので、イベントや広報、学校等への出前授業等全般的に得意であ

る。

49 戸田　美幸 秋田県

グラフィックデザイン（その場所、土地、人にある、モノ、コト、想

い等を必要な形にし、見やすく、分かりやすく「伝わる」ことを大切

にしています）

50 新山　喜徳 湯沢市 人材育成

51 西川　紀暁 秋田市 緑を通じたイベント等

52 長谷山　和則  地域資源を活用したイベント企画

53 藤岡　義博 美郷町

・イベント（水土里のみちウオーキング、植樹祭ほか）

・教育（水環境学習会、森林学習会）

・自然観察

54 藤村　幸 大潟村（秋田市）

日本野菜ソムリエ協会キッズ野菜ソムリエ任命講師・ジュニア野菜ソ

ムリエ・NPO日本食育インストラクタープライマリー、「大潟村案内

ボランティア」、「大潟村百姓おどりの会」、「大潟村グリーンツー

リズム協議会」など

55 藤原　絹子 秋田市、横手市

・グリーン・ツーリズムに関すること

・食を通じた取組み

56 保科　恵一 由利本荘市 環境（食、生活、文化、自然）

57 松橋　拓郎 大潟村 農業、教育、グリーンツーリズム

58 松原　明生 大館市 建築、デザイン、HP、ブログ、SNS、作詩・作曲・演奏

59 三浦　裕喜 仙北市田沢湖 お金にならないイベント計画

60 三浦　義規 大館市 木材関係一般

61 三浦　竜   

62 由利　茂範 湯沢市・羽後町・東成瀬村販売部門

63 吉田　理紗 秋田市

・まちづくりワークショップのファシリテーター

・ファシリテーターの研修講師

・イベント企画

・組織づくり

※ウェブ等により一般に公開する方のみ掲載しています。(名前の五十音順）
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