特集

“AIマッチング”で、
より便利に、気軽に！あきた結婚支援センター

今号の表紙
色鮮やかな湖面と山々がつくる絶景「宝仙湖」

2020

9・10

月号

令和2年9月1日発行［第243号］

仙北市の
「玉川」
の上流にある
「宝仙湖（玉川ダム）」。玉川温泉の成分を含む湖水は、天気や日の差し方
によってエメラルドグリーン、瑠璃色にと輝きを変え、美しい水鏡を見せてくれます。10月中旬から下旬に
かけては周囲の山々の紅葉が見頃に。秋の絶景が広がります。

アキタ
元気

ism イズム

一般社団法人

秋田県eスポーツ連合（秋田市）

世界規模で盛り上がりをみせるeスポーツ
その可能性とパワー、夢を秋田に

昨年12月21日・22日、
東北最大のeスポーツ
フェス
「秋田ゲーミングエンカウント」を
秋田市で開催

「トレーニングセンター」
での練習風景。
大会前には
トッププレーヤーを招いて強化練習を行うことも

昨年の「秋田ゲーミングエンカウント」の
テーマは
「ONE TEAM東北」
。
東北の各県
代表が集結

コンピューターゲームの対戦競技「e スポーツ」
。オン

は引退してもゲームや IT などの業界から引く手あまた。

ラインで世界中のプレーヤーとゲーム対戦ができる今、

秋田の子どもたちの可能性を伸ばしてあげたい。また

世界規模で競技人口が急増。賞金総額 100 億円を越える

e スポーツは、国や地域、年齢、性別、職業などの壁がない

世界大会も行われています。日本でも都市部では大会が

世界。今後、女性やシニアのプロチームをつくって世界に

盛んに開かれ、プロのチームが多数活躍しています。

秋田の名を知らしめたい」と展望を語る須藤さん。協会

秋田市でサーバー管理会社を営む須藤晃平さんは「地方

は 8 月に一般社団法人日本 e スポーツ連合の地方支部

を拠点とするプロのチームを、いち早く秋田につくりた

に認定され「一般社団法人秋田県 e スポーツ連合」に。

い。秋田から世界で活躍するプロ選手を育てたい」と

秋田から大きな夢が広がっています。

2019 年 1 月、自社の実業団として、e スポーツの東北初

一般社団法人 秋田県 eスポーツ連合 https://akita-esports.jp
秋田ライジングウォーズ http://risingwars.jp

のプロチーム「秋田ライジングウォーズ」を結成。さらに
翌月、市内企業の代表らと「秋田県 e スポーツ協会」を
発足。e スポーツの振興、選手の育成、大会やイベントの

手を
秋田の選
ぜひ応援
い！
してくださ

企画・運営に力を注いでいます。現在チーム所属のプロは
4 人。
「AKITA」の名を背負って世界大会やアジア大会の
出場を目指しています。
また、今年 3 月には市内のビルの一室に「トレーニング
センター」を開設。全国大会への出場を目指す県内の高校
チームや一般選手が気兼ねなく練習できるよう、高性能
パソコンや大型モニタをそろえました。
「力のある若い選手
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一般社団法人
秋田県 e スポーツ連合
代表理事

す どう こうへい

須藤 晃平さん

気と
秋田に元
を！
にぎわい

あきた芸術劇場

秋田県民、秋田市民の文化活動の新たな拠点となる「あきた芸術劇場」
。
令和 4 年のオープンを目指し、現在工事を進めています。
どんなホール、空間が誕生するのか、その一部をご紹介します。

大ホール（高機能型ホール）

多目的スペース等

3階
吹奏楽やクラシック、オペラ、
コンサート
などの幅広い演目に対応します。
高い音響効果やステージ機能をもち、
県内随一の広さを誇るホールです。

1階

3階

多目的スペースやレストラン、
練習室など
を配置します。
日常的なにぎわいの場をつくり、魅力を
発信する開かれた空間です。

演劇や舞踊・舞踏、伝統芸能などの舞台
芸術活動の拠点です。
演者の肉声やセリフが客席に届く臨場感
のあるホールです。

秋田の文化力を高め、
文化の力で地域を元気にしていく

基本目標
＜役

中ホール（舞台芸術型ホール）

割＞

①文化創造に向けた取組の活発化
②文化に触れる機会の拡充
③人が集う「場」を創出することで、
地域の活性化に貢献

県民・市民による多様な芸術文化活動が行われる場や、
コンサートなどの特別な芸術文化鑑賞の場になるだけで
なく、日常的に人が集い交流し、楽しむことができる
「県民・
市民の広場」
となることを目指しています。

愛称を募集しています！

募集
期間

8月11日 〜9月23日

令和2年

愛称の条件

応
要

募
項

宛

先

必着

○施設全体のコンセプトなどがイメージでき、親しみやすく覚えやすいもの
○作品は、
漢字、
ひらがな、
カタカナ、
アルファベットまたは数字で構成されるもの
○他の名称や商標などに類似していないもの
○自作の未発表作品であること

どなたでも応募できますが、1人1点
までとします。
応 募用 紙・ハガキ・Eメール・FA X・
応募専用フォームよりご応募ください。

賞

品

最優秀賞 1名
●記念品
●新品種米「秋系821」20kg
●開館記念事業フリーパス券
※応募者の中から抽選で10名に参加賞を贈呈

県観光文化スポーツ部文化振興課「あきた芸術劇場愛称募集」係

〒010-8572 秋田市山王三丁目1番1号 FAX：018-860-3880
E-mail:bunka-seibi@mail2.pref.akita.jp
あきた芸術劇場 愛称募集

お問い合わせ先

県文化振興課

☎018-860-1529
あきたびじょん 2020年9・10月号
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10月は、食品ロス削減月間です！

考えよう！

そして 減らそう
「食品ロス」

まだ食べられるのに捨てられている食品、いわゆる「食品ロス」。日本では、年間約 612 万トン※発生
しています。これは、毎日大型（10トン）トラック約 1,680 台分、年間 1 人あたり48kg の食べ物を無駄
にしている計算になります。

※平成 29 年度推計 農林水産省・環境省調べ

なぜ問題なの？なぜ削減が必要なの？
飢餓や栄養不足の状態にある人、貧困の状況にある人が世界中に多数いる
一方、食料の多くを輸入に依存している日本では食品を大量に廃棄しています。
“ 食品ロス削減 ” は世界規模の大きな課題になっています。

資源やエネルギーの無駄

このことによって

食品ロスにより、食品の生産・製造に使った資源や
エネルギーが無駄になってしまいます。加えて、処分のため
に新たな資源やエネルギーを使うことになります。

事業系

284 328
トン

生産や処分によって無駄な
温室効果ガスを排出してしまう
ことになります。

今すぐ私たちにできることは？

は ［食品ロスの内訳］
分
半 ら！
約 か
庭
家

家庭系

トン

買い物で

・家にある食材・食品を買い物の前にチェックする
・使い切れる分だけ買う
・手前に陳列されている食品を選ぶ

保存・
調理で

・食品の保存方法を工夫する
・料理は食べ切れる量を作る
・冷蔵庫や収納庫を整理し、食材を上手に食べ切る

飲食店で

・食べ切れる量を注文する
・残った料理は自己責任の範囲で持ち帰る

（46％） （54％）
食べ残し、
賞味期限が切れていた、
傷ませてしまったなど

地球環境にも影響

規格外品、返品、
売れ残り、食べ残しなど

「新しい生活様式」での食品ロス削減の工夫のポイ
ントや取組事例を消費者庁のウェブサイトで紹介して
います。
食品ロス

新しい生活様式

※平成29年度推計 農林水産省・環境省調べ

お問い合わせ先
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県温暖化対策課

☎018-860-1560

“新型コロナ”の影響で、
生活の悩みを抱える方へ
一人で悩まず、まずはご相談ください
休業や失業で収入が減り、生活に不安を抱えていませんか。コロナ禍の
ピンチを乗り切るために、特例貸付や給付金などの支援制度を利用する
のも一つの方法です。一人で悩まず、窓口にご相談ください。

生活費にお困りの方には
一時的な資金が必要な方

緊急小口資金
対象者

休業等により収入の減少があり、緊急かつ
一時的な生計維持のための貸付を必要と
する世帯

貸付上限

20 万円以内（学校等の休業、個人事業主等
の特例に該当する場合）
生活の立て直しが必要な方

総合支援資金（生活支援費）
対象者

収入の減少や失業等により生活に困窮し、
日常生活の維持が困難となっている世帯

貸付上限

2 人以上世帯 月 20 万円以内
単身世帯 月 15 万円以内

市町村の社会福祉協議会

対象者

休業等により収入を得る機会が減少し、
離職と同程度の状況にある方

給付内容

家賃相当額を自治体から家主に支給
原則3カ月、
最大9カ月

お問い合わせ先

ひとり親世帯臨時特別給付金
対象者

基本給付の場合
（1）令和 2 年 6 月分の児童扶養手当が支給される方
（2）公的年金給付等を受給しており、令和 2 年 6 月分の
児童扶養手当の支給が全部停止される方
（3）家計が急変し、収入が児童扶養手当を
受給している方と同水準となった方
追加給付の場合
基 本 給 付 対 象の（1）
（2）に該当する方の
うち、家計が急変し、収入が大きく減少した方
基本給付…1 世帯 5 万円
第 2 子以降 1 人につき3 万円
追加給付…1 世帯 5 万円

相談窓口 市町村の児童福祉担当課（申請・相談）

家賃の支払いに困り、住居を
失うおそれが生じている方

相談窓口 各福祉事務所

収入の少ないひとり親世帯

給付内容

相談窓口

住居確保給付金

ひとり親世帯の方には

支援制度、相談窓口についての
詳細は、県公式ウェブサイト
「美の国あきたネット」で
ご確認ください
“新型コロナ”の影響で、生活の悩みを抱える方へ

県地域・家庭福祉課

☎018-860-1342

あきたびじょん 2020年9・10月号
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“AIマッチングシステム”の導入で、
婚活がより便利に、気軽に！
独身男女の出会いから交際、結婚までをサポートしている「あきた結婚支援センター」
成婚報告者数は 1,500 人を超えるなど、たくさんの方に利用されている理由とは？

1.

思いもよらない相手と出会えるかも
最新の “AI マッチング ” がすごい！

会員になると利用できる「マッチングシステム」にはAI（人工知能）が搭載されて
います。EQアセスメント※の診断データと過去の交際・成婚事例を基に、会員の中から
相性の良い相手をAIが選び出し、定期的に紹介状を配信します。
幸せな結婚生活を送る上で、行動や感情のベースとなる価値観の一致は欠かせ
ません。外見や収入などの条件だけにとらわれないお相手選びをAIがサポートします。

会員数

1,490 人
（R2.7月末）

対面後の交際開始率
約 45%
（旧システムの2倍以上）

※EQアセスメント－自分が重視する価値観と相手に求める価値観を診断できるテストのこと

AIマッチングの後、
1カ月で結婚を決めたご夫婦のコメント
コロナで自粛しなければならない時に、こんな
システムができてラッキーでした。それから、
E Qアセスメントを含 めた A Iによる紹 介 が
すごい。こんなに価値観が一緒の人に初めて
出会いました。

2.

個人情報はしっかり管理
公的相談所だから安心

一般社団法人あきた結婚支援センターは、県や
市町村をはじめ、さまざまな構成団体が共同で運営
しています。万 全 の 情 報 セキュリティや、丁 寧 な
サポートが特徴です。
構成団体：秋田県・県内全市町村・秋田県労働福祉協議会・秋
田県商工会議所連合会・秋田県商工会連合会・秋田県農業協同
組合中央会・秋田県社会福祉協議会・秋田県中小企業団体中央
会・秋田県医師会・秋田県老人クラブ連合会
このほか、賛助団体等多くの方々が活動を支援しています。

3.

利用料がリーズナブル！
無料になる市町村も

利用料は入会登録料10,000円（登録期間は2年

間）のみ。さらに、多くの市町村では入会登録料を
全額補助しています。

何 年 婚 活しても結 果 が 出ず 、諦めたく
なったことも…。でも、この先どんなことが
あっても二人で乗り越えていけると自信
を持って言える人と巡り会え、すごく幸せ
です。

4.

24 時間ご利用 OK

マッチングシステムの利用は場所を

問わず、スマートフォンやパソコンから
24時間OK。

5.

秋田の人と結婚できる

センターに入会しているのは県内在住もしくは
県内勤務の方。または県外に住んでいても将来秋田
への移住を予定している方。秋田の人との結婚を希望
する方にぴったりの婚活サービスです。

6.

サポート体制が充実

結婚コーディネーターが
出会いから結婚まで丁寧に
サポート。どんな悩みにも気軽
に応じてくれます。
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7 ご成婚

までの流れ
婚
成
会から

・結婚の意思が固まれば成婚退会

6 交際開始・フォロー
・お互いYESなら交際スタート
・結婚コーディネーターによる丁寧なフォロー

1 入会申込・来所予約
・センターのウェブサイトから本人情報を仮登録

2 来所（本人確認・入会登録料納付）

5 お相手とのご対面
・システム上で日程と場所を調整
・対面後にシステム上で交際希望の有無を回答

・なりすまし防止のため面談で本人確認

4 マッチング（紹介＋検索）

3 本登録・マイページ作成
・システムの準備が整い次第、会員IDをメール送信
・マイページから本人情報等を登録

お問い
合わせは

・AIが相性の良い相手を定期的に紹介（希望条件に
よる検索も可能）
・紹介の相手に会いたければ、システム上で「YES」
と回答
・相手もYES回答なら「お相手とのご対面」へ進む

あきた結婚支援センター https://www.sukoyaka-akita.com

0800-800-0413

総合受付

であいぷらざ

オンライン婚活イベントはじめます！
新型コロナウイルス感染症により、人と人との交流が制限されている状況で、
婚活も大きな影響を受けています。そんな中、注目を集めるようになってきたのが
インターネットを活用した「オンライン婚活」です。
センターでもウェブ会議システムツールの「Zoom」を使い、オンラインでの婚活
イベントや婚活セミナーをスタートさせます。詳細は随時、センターのウェブサイト
などでお知らせします。ご期待ください！

協賛店へカード提示でお得なサービス！
！

あきた結婚応援パスポート
あいすきっぷ

「Aiskip」
新婚夫婦、これから結婚
するカップル対象

この が
カー
テ
ス ッ印！
！
目

【優待サービスの例】
★挙式費用割引
★飲食代金割引
★ポイントサービスなど
入手方法

【優待サービスの例】
★飲食代金割引
★ドリンク1杯無料
★ポイントサービスなど

・婚姻届の提出と引き換えに
・申請書を窓口に提出
詳細は、
「いっしょにねっと。」で検索
お問い合わせ先

中学生以下の子どもや妊娠中
の方がいる家庭対象

入手方法

県次世代・女性活躍支援課

カードはお住まいの市町村子育て支援
窓口でお配りしています。

☎018-860-1552
あきたびじょん 2020年9・10月号
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マイナンバーカードを
お持ちですか？

買い物に使えるお得な

※マイナポイントとは、キャッシュレス
決済サービスで買い物に使える
ポイントのことです

「マイナポイント 」をもらおう
※

マイナンバーカードを取得し、
手続きをすると、
キャッシュレスによる20,000円の
買い物またはチャージで5，
000円分の
「マイナポイント」
がもらえます。
これを機会にマイナンバーカードを取得しませんか。
例えば4人家族なら、
父

母

兄

妹

※マイナポイントの還元率は25％。一人当たりの上限は5，
000円。つまり、キャッシュレス決済サービスで
20，
000円分の買い物またはチャージをすると、5，
000円分のポイントがつきます

マイナンバーカードには
メリットがたくさん

ステップ

コンビニなどで各種証明書が取得可能に!

近所のコンビニなどで「住民票の写し」や
「印鑑登録証明書」
などの公的な証明書を
受け取ることができます。市町村によっては
「戸籍証明書」
の入手も可能です。

行政手続きがワンストップでできる!

オンラインサービス「マイナポータル」で
児 童 手 当や 保 育 所 入 所 申 請 などがワン
ストップで行えます。予防接種や健康診断
などのお知らせを確認することも可能です。

身分証明書になる！

金融機 関における口 座開設、パス
ポートの新規発給、各種行政手続き
など、さまざまな場面で活用できま
す。

e-Taxで確定申告の手間が減らせる

確定申告などのオンライン申請システム
「e-Tax」
の利用
が、事前の税務署長への届け出なしに、
ログインするだけ
で開始できます。
マイナンバーカードに対応したスマートフォンまたはパソコン
（別途IC
ご注意
カードリーダーが必要）
をご用意ください。

※市町村等により取り扱いが異なります
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手 入

！

次の3つから、好きな方法で申し込み、
マイナンバーカードをGET！

申し込み
スマートフォン

パソコン

郵便

通知書が
届いたら
市町村の
交付窓口へ

GET

●交付には、申し込み後、1〜2ヵ月
程度かかります。
●申し込みや取得の詳細について
は、住民票のある市町村へお問い
合わせください。

●新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、
カードの受け取りの際には
市町村の交付窓口に混雑状況を
ご確認ください。

詳しくは次のダイヤルかホームページによりご確認ください

マイナンバー総合フリーダイヤル

マイナンバー

0120-95-0178

（音声ガイダンスに従って
「5番」
を選択してください。）

平日

9：30～20：00／土日祝

下の手続きについて支援
を受けたい方は、
お住まい
の市町村窓口
にお問い合わ
せください。

詳しくは
こちら

9：30～17：30

マイナポイント事業ホームページ
URL https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/

らおう
も
トを

よくある質問

Q 誰の決済サービスで申し込めば良いですか?
未成年者のマイナポイントは、法定代理人名義
A のキャッシュレス決済サービスをポイント付与

マイ
ナ
ポ

子どものマイナポイントは、

の対象として申し込みすることができます。
ただし、法定代理人名義の異なるキャッシュ
レス決済サービスを選択する必要があります。

ーステップで
リ
ス
ステップ

ステップ

3

申 込

マイナポイントアプリまたは申し込みホームページから
利用するキャッシュレス決済サービスを選んでポイントを
GET！

2

予約

ン
イ

ポイント
GET

買い物
QRコード決済や
クレジットカードなどの
利用金額に応じて
マイナポイントをもらう

！

お手持ちのスマートフォンまたはパソコンから
マイナポイントを予約
（マイキーIDを設定）
！

スマートフォン

どちらか一方を選択

NFC

（近距離無線通信対応）

チャージ
スマートフォン

マイナンバーカード

マイナポイントアプリ

どちらか一方を選択

ICカードなどへの
チャージ金額に応じて
マイナポイントをもらう

ポイント
GET

パソコン
ポイントで
お買い物

NFC

パソコン

マイナンバーカード

ICカードリーダー

●マイナンバーカードの申し込みまたは取得時に設定
した
「数字4桁のパスワード」
が必要です。

●パスワード入力を3回連続で間違えた場合、住民票の
ある市町村の窓口で、再設定する必要があるので
注意してください。

お問い合わせ先

買い物の際のマイナン
バーカードの提示等は
不要です

●キャッシュレス決済サービスは、選択後、変更できません
ので注意してください。

●ポイントがもらえる時期や方法は各サービスによって異なり
ますので、選択前に必ず確認してください。

県情報企画課

☎018-860-4206
あきたびじょん 2020年9・10月号
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情 報 のひろば
お知らせ
クマとの事故を防ぎましょう！
◆山で…
道路脇や家の近くであっても、
山林であれば
あ
クマに遭う可能性があります。キノコ採りなど
山林に入るときは、
単独行動せず音を出し、
そう ぐう
クマとのバッタリ遭遇を避けましょう！
◆集落で…
電気柵で畑の野菜を守る、米ぬかを適正管理
するなど、クマにごちそうを食べさせないよう
にしましょう。また、やぶを刈るなど集落周辺
の見通しをよくしましょう。
コンテンツ番号 23295
問 県自然保護課
ツキノワグマ被害対策
支援センター
☎018-860-1613
出没情報の閲覧・投稿ができます！

（投稿用）

（閲覧用）

秋田県公式ウェブサイト
「美の国あきたネット」

県公式Facebook

不正軽油一掃強化月間

住宅の耐震化はお済みですか？

不正軽油とは、灯油や重油を混ぜるなどして
不正に製造された軽油などをいい、その製造
や使用は軽油引取税の脱税や環境汚染にも
つながる悪質な行為です。
県では、毎年10月を「 不正軽油一掃強化
月間」
とし、事業所等への立ち入りや、自動車燃料
の抜き取りによる不正軽油の調査を強化して
います。総合県税事務所職員が調査に伺った
際は、ご協力をお願いします。
コンテンツ番号 21225
問 県税務課 ☎018-860-1124

地震時の安全確保には、現在お住まいの
住宅 の耐震性能を知ることが 第一歩です。
まずは、ご自宅の耐震診断から始めましょう。
県内20市町では耐震診断などへの支援を
行っていますので、お気軽にご相談下さい。
コンテンツ番号 11050
問 県建築住宅課 ☎018-860-2565

令和2年国勢調査
今年は、5年に1度の国勢調査の年です。
パソコンやスマートフォンで “ かんたん ” に
回答できるインターネット回答をご利用くだ
さい。インターネット回答がなかった世帯には、
10月1日以降、調査員が調査票の回収に伺い
ます。
（調査員はマスク着用等の感染症予防
対策を講じたうえで活動）
国勢調査の結果は生活環境の改善や防災
計画など、生活に欠かせないさまざまな施策
に役立てられます。皆さまのご協力をお願い
します。
コンテンツ番号 10772
問 県調査統計課 ☎018-860-1258

子どもたちを応援〜里親制度〜

▼

養育里親
（季節・週末里親）
数日から数週間
程度の短期

子どもの成長を
応援しよう！

▼

養育里親
一定期間の養育

実の子として育てる場合など、制度の詳細は、
美の国あきたネットをご覧ください。
コンテンツ番号 853
問 県地域・家庭福祉課 ☎018-860-1344
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食育ボランティア募集中！
県民が健康で豊かな食生活をおくるための
活動に、ご協力いただける方を募集しています。
興味のある方は、お気軽にお問い合わせくだ
さい。
活動内容 ・郷土料理教室の開催
・農業体験の受け入れ
・地場農産物の紹介
・バランスのとれた食生活の普及啓発
など
コンテンツ番号 50984
問 県健康づくり推進課 ☎018-860-1426

外国人に日本語を教えてみませんか？

里親制度は、さまざまな理由で生みの親と
離れて暮らす子どもたちが「家庭」という環境
の中で成長していくための仕組みです。
こうした子どもたちを、できる範囲で応援し
てみませんか。
〔里親の例〕
仕事があるけど、
まずは少しの間から

県公式Twitter

日本語サポーター養成講座を開催します。
指導経験がなくても、日本語教育に関心のある
方はどなたでも受講できます。一部日程のみ
の受講やオンライン視聴も可能です。
会 場 県内4カ所
（秋田、北秋田、潟上、横手）
料 金 無料

多重債務者相談会
弁護士や司法書士による無料相談会を開催
します。借金の返済など、お金に関する困りごと
や悩みをお持ちの方はご利用ください。
日時 10月29日
（木）
10：00～16：00
会場 県生活センター
（アトリオン7階）
※前日までに予約が必要です

コンテンツ番号 51536
問 県生活センター ☎018-836-7806

日 程 9～11月の主に土日
（全12回）
定 員 各30名
申 込 県国際交流協会

☎018-893-5499

コンテンツ番号 51191
問 県国際課 ☎018-860-1218

コンテンツ番号が付与されている情報については、美の国あきたネットで詳細をご確認いただけます。
画面上部の
「サイト内を検索する」
に番号を入力してください。

受動喫煙防止対策の出前講座
改正健康増進法 および 秋田県受動喫煙
防止条例により、飲食店、事業所などは、原則
屋内禁煙となりました。会合や研修等の際に
説明に伺いますので、ご活用ください。
時 間 15～30分程度
費用等 講師派遣、テキストなどの 費用 は
無料。会場はご準備ください。
内 容 ・法と条例の措置内容について
・事業所向けの支援について など

コンテンツ番号 50804
問 県健康づくり推進課
☎018-860-1429

秋田内陸線インスタグラム
フォトキャンペーン2020開催中！
列車はもちろん、おすすめスポット、イベント、
グルメなど、内陸線の魅力あふれる写真をイン
スタグラムで募集中です。
たくさんのご応募をお待ちしております。
募集期限 10月30日
（金）
表彰等 入賞者
（最優秀賞および優秀賞）に
豪華賞品をプレゼント

コンテンツ番号 51195
問 県交通政策課秋田内陸線支援班
☎0186-82-2114

ⓒ2015秋田県んだッチ

「環境あきた県民塾」の参加者募集中！
環境に関する講座や体験を行う「環境あきた
県民塾」を開催しています。塾生は随時募集
中です。プラスチックゴミや再生可能エネルギー
のことなど、興味のある方は、ぜひご参加くだ
さい。
期 間 8月29日
（土）
～11月28日
（土）
（全9回）
会 場 湯沢生涯学習センター

令和3年度に公立学校（小・中・高・特別支援
学校）
で講師として働いてくださる方を募集中
です。詳しくは、美の国あきたネットをご覧
ください。
申込方法 電子申請

料 金 無料
定 員 各30名

コンテンツ番号 42002
問 県温暖化対策課 ☎018-860-1573

起業家をふるさと納税で応援！
地域資源の活用や地域課題の解決に取り組む
起業家をふるさと納税
（クラウドファンディング
型）
で応援しませんか？寄付金は補助金として
全額起業家へ交付され、起業家からはお礼品
が贈られます。ぜひご支援ください。詳しくは、
美の国あきたネットをご覧ください。
コンテンツ番号 44038
問 県商業貿易課 ☎018-860-2244

県政広報の
ご案内

公立学校の講師を募集しています

一次締切 11月27日
（金）
※一次締切以降も随時受 け付 け
します

コンテンツ番号 51503
問 県教育庁高校教育課 ☎018-860-5164

情報のひろばの内容は、新型コロナ
ウイルス感染症などの影響により、
変更になる可能性があります。
問い合わせ先や美の国あきたネット
などでご確認ください。

テレビ「あきたびじょんNEXT」
第1・3月曜日 秋田朝日放送
18:55〜 第2・4月曜日 秋田テレビ
第1・3木曜日 秋田放送

催

毎週金曜日

48409

し

林業研究研修センター参観デー
キノコの見分け方、林業講座、自然観察会、
林業機械の試乗など、楽しいメニューをそろえて
います。応募方法など、詳細は美の国あきた
ネットをご覧ください。ご応募をお待ちしてい
ます。
10月3日
（土）
10：00～14：30
県林業研究研修センター
（秋田市河辺）
定 員 60名
料 金 無料
申込方法 はがきによる事前申込必要
※申込 多 数の場 合は抽 選となり
ます。
申込期限 9月16日
（水）
（当日消印有効）
日時

会場

コンテンツ番号 50653
問 県林業研究研修センター
☎018-882-4511

オータムフラワーフェスタ
ジャパンフラワーセレクション受賞の「大曲
の花火ダリア」をはじめ、色とりどりのダリア
とバラを展示します。また、サツキ盆栽展、土器
しゅんらんしまもの

生け花展、春蘭縞物展、菊花展なども週替わり
で開催。草花を通して存分に秋をご堪能くだ
さい。
日 時 9月19日
（土）
～11月3日
（火・祝）
会 場 県立農業科学館
（大仙市）
料 金 無料
コンテンツ番号 242
問 県立農業科学館
☎0187-68-2300

ラジオ
「秋田県からのお知らせ」
7:50〜

■サイト内を検索する

エフエム秋田

新聞「あきた県広報」
偶数月第2土曜日
秋田魁新報
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祭りは内なる胸に
一時抑え込まれたと思われた新型コロナウイルス
の感染が7月に入り再び大都市部を中心に拡大
し、全国的に深刻な状況になっています。
そのような中で、全国有数の秋田市の竿燈を
はじめ、土崎の曳山、花輪ばやし、角館の曳山、

人間」にとっては寂しい限りでしょう。
そういう私も、角館の曳山祭りに深く関わる
一員として、気が抜けたような思いでいます。
特に角館の曳山祭りは太平洋戦争の最中でも

西馬音内の盆踊り、大曲の花火など代表的な祭り

続けたということで、有史以来初めての中止という

や行事はもとより、町内会や集落単位での小さな

ことです。

お盆行事など、およそ人が多く集まる行事が今年
感染拡大を防ぐためとはいえ、祭りが終わった
途端に、来年の祭りまであと何日と指折り数える

秋田

［新］ KAVERS

角館の伝統工芸をモダンアートに

［カヴァーズ］

しかし、多くの「祭り人間」は内なる胸に「来年
こそ最高の祭りに」と刻み、その日を夢に見ながら、
これから1年を過ごすことでしょう。
「ところで来年の竿燈祭りまで、あと何日だ？」

ら

樺細工のブローチ

［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

七宝柄の重箱

でん

秋田県
全戸配布
広報紙

仙北市角館の伝統工芸「樺細工」。製造元、
冨岡商店では伝統の技法を生かしながら、
現代風のデザインやニーズを意識した新商品
を次々に発表しています。
江戸時代中期に技法が伝わり、
200年以上の
歴史がある樺細工。
冨岡商店の冨岡浩樹社長は
「伝統に革新を加え、樺細工の新たなファンを
獲 得したい 」と、2 0 1 8 年 9 月に新ブランド
「KAVERS
（カヴァーズ）
」
を発表しました。
市松
や唐草などの日本の伝統模様や伝統色、螺鈿
などの技法をデザインに取り入れ、
ブローチや
ピアス、ヘアゴム、重箱など、既存のイメージに
とらわれないカラフルな商品を展開しています。
この他にも、県内外のデザイナーやブランドと
コラボレーションするなど、職人の技から生み
出される伝統工芸の新たな魅力、可能性から
目が離せません。

2020年9・10月号

は軒並み中止となりました。

モノづくり

ような、故郷の祭りを最大の誇りとしている「祭り

[秋田県データ] 県人口◎954,425人（-786）男◎448,885人 女◎505,540人
世帯数◎389,697世帯（+140）※令和2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19.42円です。

