大雨被害の早期復旧に向けて
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キラキラディスプレイ

（特許出願中）

インターネットにつながる環境があれば、場所にとら
われず働くことができるクラウドワーキング（※１）の進展
で、ここ数年、起業者やAターン者が増加している秋
田のIT・デザイン界。そこに首都圏から仕事を請け負
うだけでなく、産地として発展させることを見据え戦う熱
い男たちがいました。
※1 クラウドワーキング…ネッ
トを有効活用することで時間と場所に縛ら
れない新しい働き方

秋田発の
クリエイティブを世界に
インターネットにつながる環境があ

付けられたイベント演出システムの開

を変えたり、絵を表示したり、動きの

発と周知に取り組んでいます。

あるグラフィックス（画像）を表示す
るといった、ほぼ狙い通りの表現が達

スマートフォンが
巨大スクリーンに

一般的なスマートフォンはケミカルラ
イトの 10 倍以上の輝度があるため、

れば、場所にとらわれず働くことがで
きる時代の到来。それは優秀な人材の

システムの仕組みは、会場に集まっ

明るさ、鮮やかさが段違いでした。実

首都圏流出に歯止めをかけ、地方から

た観客が持つスマートフォン 1 台分

験では 100 台でしたが、我々の目標

面白いアイデアが発信される流れを生

の画面を 1 ピクセル（画素）に見立て、

は千、万単位のコントロールを可能に

み出していますが、ここ秋田でも、近

それらを連動させることにより一つ

するシステム。クリアすべき課題もあ

い将来世間を驚かせることになりそう

の大きなディスプレイを疑似的に創

りますが、正式リリースに向け全力で

なプロジェクトが進行しています。

り出すというもの。既存のイベント演

開発に取り組んでいます」
（茂木氏）

「秋田発のクリエイティブを世界に」

出ツールとしてはケミカルライト（※２）

を合言葉に手を結んだのは、ソフトウ

がよく知られていますが、キラキラ

エア開発会社の（株）オクトライズ、

ディスプレイは色だけでなく文字や

コンピュータ・グラフィックスプロダ

図柄も表示できる上、主催者側が無線

クションの（株）ゼロニウム、コンサ

通信でコントロールできるという点

ルティング業務に実績のある（同）大

で一歩先を行きます。

町ギルド。3 社はそれぞれの強みを生

「100 名近い方にご協力いただいた

かし、
「キラキラディスプレイ」と名

3 月の実証実験では、流れるように色

※２ ケミカルライ
ト…化学発光による照明器具。祭りの露店などで目にする機会が多い
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成できました。色味の単純比較でも、

3月に実施された実証実験では、日本の国旗や
色の変化を表現した

若者が夢を描け
る秋田に！

プロジェクトは国の異分野連携新事業分野開拓計画（新連
携事業計画）
、平成28年度商業・サービス競争力強化連
携支援事業（新連携支援事業）にも採択された
（株）ゼロニウム
代表取締役

（株）オクトライズ

伊藤茂之 氏

代表取締役

茂木聡 氏

（同）大町ギルド
代表社員

川邉正和 氏

近い将来、きっと世界を驚かす
画期的な演出システムの誕生です。
観客が掲げたスマートフォンで、一つの巨大ディスプレイを作る

イトのように短寿命ではないため、結

「自分のスキルを生かせる場や、や

果的に環境への負荷を減らせます。ま

る気をぶつけられる場さえあれば、育

た会場内のスマートフォンにリアル

児環境や生活コストの面でメリット

タイムに情報を提供するツールや、会

が多い " 秋田暮らし " を選択する人は、

キラキラディスプレイはイベント

員システムと連動した顧客管理ツー

もっと増えていくと思うんです。秋

の演出を格段に高めるだけでなく、観

ルなども組み込むことが可能です。ア

田でも東京より面白いことができる、

客と主催者双方に、積極的に導入し

ピールする材料が豊富なので、宣伝

そんな期待感を高めていくために、何

ようと思わせる拡張機能を有してい

にもおのずと力が入ります」
（川邉氏）

としてでもこのプロジェクトは成功

使い手にさまざまな
メリットを提供

させなければならないと思っていま

ます。
「スマートフォンがあれば、演出に参
加するため新しいツールを購入する

秋田でも東京より
面白いことができる！

す」
（伊藤氏）
若者や女性の感性を生かせる働き
場として、県でも産業振興に力を入

必要がなくなりますし、ケミカルラ
通常の業務と並行しての開発作業、

れている IT・デザイン界。そこで関

そして宣伝活動。3 人がプライベート

係者と地域を巻き込みながら、一つ

の時間を惜しまずに、このプロジェ

の突破口を作ろうとしているキラキ

クトに力を注ぐ根底には、秋田を IT・

ラディスプレイの

デザインの産地として発展させ、秋

今後に注目

田で働くことを希望する人々の受け

です。

皿を広げていきたいという真摯（し
んし）な思いがあります。

1次×2次×3 次で輝く女性たち

6次産業化の舞台で
活躍する女性起業者
秋田は有形無形の豊富な資源の宝庫。この資源を生かし、「もうかる農林漁業」を目指す女性起業者が活躍していること
をご存じですか。彼女たちが見据えるのは地域の雇用確保と所得向上の先にある、みんなが笑顔になれる未来。今回は大
好きな秋田を盛り上げていこうと奮闘する、２人の女性起業者にインタビューしました。

宝川みさこ餅会
（秋田市下北手）

起

業したのは28年前。6次産業化はおろか地産地消という言葉
さえ、まだ一般に定着していない時代でした。嫁ぎ先の宝川

地区で昔から年中行事などで食べられていた餅を、地場で採れたもの
を使って作り、食品市場に参入しようと思ったのがきっかけでした。
商品づくりのテーマは「無添加で体に良いもの」。現在は、6名の
女性会員とともに早朝から餅づくりを行い、秋田市内のスーパーなど
に納めています。
事業が今日まで続いたのは、原料の確保に関して地域の協力が得
られたこと、人間関係に恵まれ助けられたこと、人々の安全安心な食
に対する意識の高まりと、私たちの商品がマッチしたことが大きいでしょ
うか。
6次産業化に関しては、秋田にはチャンスがまだまだ眠っていると思
います。そして女性ならではの視点は、きっと新しいニーズの掘り起こ
しに役立つはず。秋田で輝く女性起業者が、さらに増えていくことを
期待します。

木山さんのアピールポイント
■

地元の材料を使い、20種類以上の商品を開発

■

消費者・市場ニーズを見据えた戦略的な経営を実践

■

販路やノウハウを他の組織に紹介、女性の活躍を促進

木山美佐子さん
さあ、次はあなたの番！ご応募お待ちしています。

応募締切
9月22日（金）

あきた女性農業者

起業ビジネス塾

県内の女性農業者を対象に、消費者ニーズを把握する秘けつ、魅力ある商品やサービスを提供する手法、
原価計算や価格設定のノウハウなどを集中的に学べる「起業ビジネス塾」を開催します。カリキュラムは
11月上旬～2月中旬にかけて全6回。参加を希望される方は、県農業経済課までお問い合わせくだい。

日程

No.

研修内容

10：00～12：00

農業から起業 ！イノベーション女子になる方法

13：00～15：00

6次産業が目指す商品やサービスのマーケットとは

10：00～15：00

消費者ニーズをつかむ商品開発のポイント

1

11月７日

2

11月20日

3

12月上旬

２日間（埼玉県内を予定）

女性農業者が活躍する現場への視察研修

10：00～12：00

もうかる経営戦略を考えよう！

13：00～15：00

売上目標・ビジネスプランの立て方

10：00～15：00

商品パッケージ・ロゴデザインについて

10：00～12：00

県内ネットワークの構築方法・起業のノウハウについて

13：00～15：00

ビジネスプランの発表
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12月14日

5

１月中旬

6

２月中旬

手間暇かけて作った
商品をお客様にお求
めいただけるよう、ラ
ベルデザインや情報
発信などの方法を勉強
したいです。

6次産業化
Q

Q そもそも6次産業化って何？

秋田の女性起業の状況は？

6次産業化とは、1次産業としての農林漁業、2次産業として

本県における６次産業化の取り組みでは、女性の

の製造業、3次産業としての小売業などの総合的かつ一体的

活躍が際立っています。現在、秋田県内で女性が

な推進を図り、地域資源を活用した新たな付加価値を生み

主体となって活動している 6次産業化関連事業者数

出す取り組みのこと。例えば、農家が農作物の生産だけでな

は329。女性ならではの視点や感性を生かして、地

く、加工食品の製造・販売、農家レストランや観光農園のよ

域資源が魅力ある商品やサービスに姿を変えて提供

うなサービス業にまで踏み出すことをいいます。

されています。

も

ふみきり野Cafe

ともと夫婦で農業をやるため、平成 1 1 年にこの地に移り住
みました。就農してから少しずつ規模を拡大し、比内地鶏を

最大で1万羽飼育していた時期もありました。

（北秋田市川井）

起業のきっかけは飼料の高騰などがあり、農業だけをなりわいとす
ることに不安を感じたため。主婦グループの協力を得て、加工食品
の製造販売に活路を見いだそうとしたのが今に至る経緯です。
私の活動拠点は、内陸線の合川駅と大野台駅の中間あたり。
踏切が目の前にあるので「ふみきり野 C a f e」と名付けた店舗で、
ランチなどの提供や、飼育している比内地鶏の卵を使ったシフォンケー
キを販売しています。また、隣接の「ふみきりの花屋」では、期間
限定ですが、花や苗の販売も行っています。
事業のテーマは「自分たちが高齢になっても、続けられることの
下地をつくる」。この町が本当に大好きだから、土地にしっかり根を
張るためのチャレンジを続けようと思います。

加藤さんのアピールポイント
■

世の中の変化に対応しやすい少量多品目販売を徹底

■

遠方からでも訪れたいと思わせる、居心地の良い空間を創出

■

初めての試みも、ポジティブマインドで楽しみ尽くす

加藤由美子さん

活用してください！県の支援策
連携で魅力広がる直売展開支援事業
農産物直売所を運営する組織や農産物直売所に出荷する農業者組織が、集客力向上や経営の多角化による販
路拡大を図るために必要となる活動経費や備品導入費などを支援します。

■補助率／1/2以内

■補助金上限額／300万円 ※事業費総額50万円以上の取り組みが対象

女性起業活動発展支援事業
女性農業者などが取り組む農産加工や直売、農家レストランや農家民宿などの事業で、新たな活動の開始や
規模の拡大に必要な機械や施設の導入を支援します。

■補助率／1/3以内 ■補助金上限額／150万円 ※事業費総額100万円以上の取り組みが対象

お問い合わせ先

県農業経済課 ☎ 018（860）1763
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いよいよ 開 幕 で す

60 歳以上の方を中心に、あ
らゆる世 代 の人々が楽しみ 、
交流を深めることを目的とし
たスポーツと文化の祭典・全
国健康福祉祭（通称：ねんりん
ピック）が、今月秋田で開幕さ
れます。期間中は全国から約
1万人の選手や関係者が訪れ
るほか、関連イベントも多数開
催し、大会を盛り上げます。皆
さまお誘い合わせの上、ぜひ
ご来場ください。

※9月9日
（土）
の総合開会式会場周辺の道路は通行止めとなりますので、ご注意ください。
（7：30～16：30）

交流大会

県内17市町村で2 6 種目が開催されます。

競技概要、会場、アクセス、開催日時については公式ウェブサイトでご確認ください。

鉄道
陸縦貫
秋田内

由利高原鉄道
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秋田駅周辺の各会場に県内各地の「お祭り」や「グルメ・物産」を集め、まちなか全体で「ねんりんピック」の開催を盛り上げます！

さまざま

さまざま

や

その他、
さまざまな
イベントを開催します！

、アトリオン

さまざまな企業・団体と連携した PRを行っています。
県内外でねんりんピックのPRを図るため、県では県トラック協会と
提携して3台のプリントトラックを製作しました。また、この他にも県
バス協会、県ハイヤー協会、秋田ダイハツ販売株式会社など、多く
の企業・団体の協力のもとで、大会の成功に向けた取り組みを行っ
ています。

6 月 6日にお披露目したプリントトラック

AYAKA 一生懸命盛り上げていきます！県民の皆さんもご一緒に！
CHIKAKO 応援大使の私たちと大会を盛り上げましょう！
AOBA 大会をみんなで盛り上げていきましょう！
YUUKA 誰もが楽しめるイベントも開催されるので一緒に盛り上がりましょう！

AYAKA
CHIKAKO

AOBA

YUUKA

RIRU

RIRU 全力でねんりんピックを一緒に応援しましょう！

お問い合わせ先

県ねんりんピック推進室 ☎018
（860）
1362

最新情報が満載の公式ウェブサイトはこちら
11
11

遊びに
！
来てね

農業や工業、商業などを学ぶ高校生による、学習成果を発表する10 万人規模のイベントが、

いよいよ来月に迫ってきました ! 子どもから大人までどなたでも楽しめる企画が盛りだくさん
の２日間です。
当日は、
ぜひご家族そろってお出掛けください。

各会場を結ぶ
無料シャトルバス運行

秋田県民会館
●

総合開会式

●

秋田駅西口（アゴラ広場、大屋根下）

総合閉会式

●

秋田拠点センターアルヴェ

秋田県立体育館
作品展示、体験・実演コーナー（農業・水産）
展示販売（サバ缶、
金農パンケーキ、
ソーセージなど）
● 全国高校生種苗交換会
● ミニ水族館 ● 秋田のB級グルメ・郷土料理
●
●

CNAアリーナ★あきた
（秋田市立体育館）
作品展示、体験・実演コーナー
（工業・商業・情報・総合学科・特別支援学校など）
● 展示販売
（B級グルメ、高校生開発商品など）
● 参加交流イベント
● 白熱トーク
● 高校生カフェ
● フラワーアレンジメントコンテスト
● AIプログラミングコンテスト
● 企業・大学・専門学校などの展示
●

ホテルメトロポリタン秋田
●

AKISHOP（高校生開発商品の販売）

作品展示、体験・実演コーナー
（家庭・看護・福祉）
● 作品・研究発表
● 意見・体験発表
● ファッションデザインコンテスト
● ツアープランニングコンテスト
●

秋田市にぎわい交流館AU
スーパー・プロフェッショナル・ハイスクール事業発表会
ファッションショー ● 介護技術コンテスト
● AKISHOP（高校生開発商品の販売）
●
●

秋田県生涯学習センター
●

キッズビジネスタウン（小学生対象 ）

秋田県立武道館

全国産業教育振興大会

●

全国高校生ロボット競技大会

まもなく
開催！

全国高校生種苗交換会

展示販売・作品展示・参加交流イベント

秋田県立体育館
21日10:00～16:00

CNA アリーナ★あきた（秋田市立体育館）
21日10:00～16:00 22日9:30～14:30

22日9:30～14:30

品評展、企画展・テーマ展のほか、農産物、農産加工品、郷土料理、B
級グルメの販売や、親子で楽しめる各種体験、搾乳体験をはじめとした動
物とのふれあいコーナーもあります。高校生ならではの感性から生まれた目
新しい商品や、全国メディアで取り上げられた話題の商品も多数登場。売
り切れ必至の商品も多いので、早めの来場が吉です。

高校生が明るく元気な掛け声で、全国の名産品や銘菓を販売します。世
界大会優勝ロボットや、自作ドローン、橋の模型をはじめとした、ファンな
らずとも必見の展示も。電子ミニかまくら、缶バッチ、七宝焼の製作や、
クレーンキャッチーなどの各種体験ブースも豊富です。メインステージの
参加交流イベントには秋田犬も登場します。

各会場の駐車場・臨時駐車場は台数に限りがあります。
できるだけ無料シャトルバスまたは公共交通機関をご利用ください。

【お問い合わせ先】さんフェア秋田2017実行委員会事務局（県教育庁高校教育課内）

☎ 018（860）
5166

12

詳しくは さんフェア秋田

検索

秋田のタ
カラ

再 発 見！

おいしいだけじゃない

比内地鶏のチカラ！
煮て良し、焼いて良し。
ガラや肉から出るスープも抜群で、
まさに「いいことづくめ」の食材・比内地鶏。県
が改めて調査したところ、おいしさのもととなる成分や運動能力向上などに効果があるといわれる成分
が、他の鶏肉に比べ多いことが明らかになりました。
アピールポイントが増えた比内地鶏をもっと食べて、
その素晴らしさを県内外にPRしてください！

地鶏C
地鶏D

75

アンセリン含有量の比較（モモ肉）

371

mg／100g

200

地鶏C

ブロイラー

250

地鶏B

300

地鶏D

350

比内地鶏

400

アンセリンの
含有量が多い

◆ カルノシンは、運動能力の向上や疲労回復効果が報告されています。
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◆ イノシン酸は、うまみ成分の一つとして知られています。
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イノシン酸の
含有量が多い

比内地鶏の特長を示す４つの科学的根拠

0
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◆ アラキドン酸は、食味を向上させる脂肪酸であることが報告されています。

◆ アンセリンは、運動能力の向上や疲労回復効果が報告されています。

比内地鶏の販路と消費量の拡大に向け、
オール秋田で取り組みます！

育環境の改善を目指します。

内地鶏の優位性を県内外に
広く周知します。

首都圏の料理教室主宰者を
対象に講習会や産地見学会
を実施し、レシピの提案やSNS
などによる情報発信を促します。

比内地鶏と県の取り組みについて、もっと知りたい方は

お問い合わせ先

伝承

の配置により飼育方法や飼

P
R

科学分析で明らかになった比

レシピ

飼育

品質のさらなる向上に向けて、
マニュアルの見直しや監視員

県畜産振興課

県内の学校への給食食材の
提供や出前講座を通し、次
世代を担う子どもたちに比内
地鶏の魅力を伝えます。

比内地鶏ネット

検 索

☎018（ 860）
1806

13

14

15

未 来 のタネ
み らい

、み～っけ！
あき た しょう ぎ どう じょう

秋田将棋道場
に ほん しょうぎ れんめい あき た けん し

ぶ れん ごう かい かいちょう やまざき まさはる し

せき

日本 将 棋連 盟秋 田 県 支 部 連 合 会 会 長・山 崎将 明氏が席
しゅ

つと

どうじょう まいしゅう ど よう び

じ

じ

えん じ

主を務める道 場。毎 週土 曜日の10時 ～12時に、園 児 ～
しょうちゅうがくせい たいしょう

しょうぎきょうしつ

ひら

小・中学生を対 象とした将 棋教室を開いています。

パ
さ

しんけん ひょうじょう ばんめん

チッ、パチッ。真剣な表情で盤面
む

あ

しょうぎ

と向き合い、時折大人顔負けの

て

しょうぎ

ようせい

こ

じ どう

せんせい

よう い

けっ

ま

名在籍。先生が用意した決して優しくは
つ

しょうぎ

おどろ

はや

と

こ

ない詰め将棋を、驚くべき早さで解く子
ふじ い そう た よ だん

じ ぶん

もいました。藤井聡太四段という自分た
とし

ちか

たんじょう

ちの年に近いスターが誕生したことも
きょうしつない

あってか、教室内のモチ
いちばん

い

び がく

たいせつ

しゃ かい せい かつ

おしえ

生かせる大切なことを教えてくれます。
たか

しゅざい

「もっとう
ベーションは高め。取材では、
ふじ い よ だん

か

まくなって藤井四段に勝ちたい！」
といっ
だいたん

こと ば

と

だ

ちか

しょう

た大胆な言葉も飛び出しました。近い将
らい

あたら

たん

いつか

き かい

ほし

棋界の星に
なる！

来、ここから新しいスターが誕
じょう

き たい

生することに期待しましょう。

みりょく
こ

しんけんしょうぶ

江戸時代に発祥し、最盛期には 6 つの窯、5 千人の働き手を誇った「白岩焼」
。この土
ゆうしょく

地の原料でしか現れない青白い釉色（うわぐすりの色）が特徴の陶芸を、
「絶やしては
いけない」という強い思いで守り続けている現在唯一の窯元が和兵衛窯です。しなや
かに力強く、伝統と革新が共存する陶器で、皆さんも食卓に彩りを加えてみませんか。

［ 編集・発行 ］ 秋田県広報広聴課
〒010-8570 秋田市山王四丁目1番1号
018
（860）
1076
018
（860）
1072
joukai@pref.akita.lg.jp

年齢差を超えた真剣勝負！

秋田県
全戸配布
広報紙

一番の魅力は
ねんれい さ

みと

く負けを認める美学をはじめ、社会生活にも

すう

やさ

けつだんりょく

れい ぎ さ ほう いさぎよ

礼儀作法、
潔
どの養成に役立つだけでなく、

はず、この教室には初段以上の児童が数
めいざいせき

よ そくりょく

やく だ
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しょだんいじょう

しゅうちゅうりょく き おくりょく

将 棋は集中力、記憶力、予測力、決断力な

指し手をみせる子どもたち。それもその
きょうしつ

こうのう

将棋の効能いろいろ

ときおり おとな かお ま

［秋田県データ］県人口◎ 997,718 人
（-915）男◎ 468,647人 女◎ 529,071人
世帯数◎ 389,350 世帯（-68）※平成 29 年 7月 1 日現在の推計値（ ）内は対前月比
奇数月１日発行（年６回）
。点字版、音声ＣＤ版をご希望の方はお知らせください。
広報紙は 41. ４万部作成し、経費（デザイン、印刷、配布）は 1 部当たり約 23.09 円です。

