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NPO 秋田ふるさと応援団
8 月 19 日（土）13 時開始

於 日本青年館

NPO 法人化記念 秋田ふるさと応援団第 6 回チャリティイベント

さぁ ! け ! スポーツ・文化秋田応援の集い
秋田ふるさと応援団、7 年目にして NPO 法人化なったす。さあ ! 今年の 6 回目のチャリティイベントは、
それを記念してマラソンの瀬古利彦さん「心で走る」
、隅田山本区長の「スポーツ・文化を通じた墨田区の
活性化 & 秋田への想い」
の両人がふるさと秋田へのエールを。そしてあのみなさんの芸能など盛りだくさん !
場所は新装なった日本青年館だ。8 月 19 日（土）13 時 ! け !

心で走る

スポーツ・文化を通じた
墨田区活性化 &
講演：瀬古利彦
秋田への想い
（横浜 DeNA ランニング
講演：山本

クラブ総監督）

三重県桑名市出身の元陸上競技・マ
ラソン選手、陸上競技指導者。1970
年代後半から1980年代にかけて宗
茂・宗猛兄弟、伊藤国光、中山竹通、
新 宅 雅 也らとともに日本 長 距 離 界 を
リードした。現役引退後はヱスビー食
品スポーツ推進局局長を経て、2013
年4月よりDeNAランニングクラブ総
監督。

享

（東京都墨田区長）

昭和36年墨田区向島生まれ。青山学
院大学経済学部経済学科卒業、日産火
災海上保険(株)入社（63年３月退職）
都議会議員秘書を経て平成19年墨田
区議会議員就任。区議会福祉保健委員
会副委員長、行財政改革等特別委員会
副委員長、決算特別委員会委員長など
を歴任し平成27年４月墨田区長就任。

MARICO
（佐藤真理子）

秋 湖太郎
（あきこたろう）

森田 貢
（もりたみつぐ）

近江知永
（おうみともえ）

山口ひばり
（やまぐちひばり）

秋田県大館市出身。NHK
「ステージ101」レギュ
ラーの後、アイドル3人グ
ループとして徳間ジャパン、
キングレコードよりシング
ルレコードをリリース。
グループ解散後、故郷大館
市にUターン。民謡ロック
佐藤真理子ワールドを生み
出す。民謡ロックシンガー
佐藤真理子としてだけでは
なくバラードにも定評があ
る。大人のための大人のシ
ンガーとして中高年のトッ
プランナーを走り続ける。

昭和61年５月21日、橋幸
夫に歌唱力を認められ、同
氏が代表取締役を勤めるリ
バースター音産株式会社よ
りデビュー。昭和62年12月
リバースターレコード新人
奨励賞受賞。平成27年５月
「父娘坂（秋湖太郎）/送り
傘（秋湖太郎）/愛をありが
とう（秋湖太郎＆清水まり
子）」発売

秋田県昭和町飯田川町組合
立羽城中学校（現在の潟上
市立羽城中学校）の同級生、
伊藤進、根次男と結成した
バンド「マイペース」のメ
ンバー。同郷のシンガーソ
ングライター山平和彦の
バックバンドを経て、1974
年にシングル『東京』でメ
ジャーデビュー。ロングセ
ラーとなる。代表曲「東京」
（森田貢 作詞・作曲）は、
BEGIN、敏いとうとハッ
ピー&ブルー、丸山みゆきな
ど、多くのアーティストに
よってカバーされている。

声優。1982年埼玉県出身。
声や歌のお仕事しています。
TVアニメ・スクールラン
ブル (城戸 円役)、Solty
Rei (サラ・レヴァント役)、
RAY THE ANIMATION
(ONE役)など

6歳で民謡を始め、民謡ス
テージで活動。8歳から作
曲家春川一夫生より美空ひ
ばりの歌のレッスンを受け、
「あの丘越えて」を得意曲
とし、 数々のコンテストな
どで入賞。9歳より、日舞の
指導受ける

日本青年館 9 階バンケットホール

東京都新宿区霞ヶ丘町 4 番 1 号
TEL 03-3401-0101 FAX 03 ‐ 6452 ‐ 9016
東京メトロ銀座線 外苑前駅 3 番出口 徒歩 5 分
都営大江戸線 国立競技場駅 A2 番出口 徒歩 10 分
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畠山藤雄
畑澤冨美夫
藤原和広
舩木一美
武藤三郎
門間悌一
和田武男
保坂悟
山本東四春

役職名等

出身校
理事長
秋田工業高校
副理事長 統括本部長
能代工業高校
副理事長 統括事務局長 雄物川高校
広報部 ＨＰ担当
秋田工業高校
財務部 部長
秋田商業高校
広報部 担当
横手城南高校
統括 法務部長
秋田商業高校
企画部 担当
横手高校
応援団 団長
能代工業高校
応援団 担当
雄物川高校
東京電機大学
総務部 担当
付属高校
統括 事務局補佐
秋田商業高校
応援団 担当
秋田南高校
広報部 部長
秋田工業高校
企画部 担当
秋田高校
企画部 部長（なまはげ）秋田高校
応援団 副団長（なまは
秋田工業高校
げ）
応援団 担当（なまはげ）船川水産高校
応援団 担当
秋田商業高校
企画部 担当
横手清陵学院
広報部 担当
秋田工業高校
広報部 担当
大曲工業高校
応援団 副団長
金足農業高校
統括 法務補佐
秋田商業高校
秋田中央高校
金足農業高校

担当協力者
佐藤浩三
企画部
河内山きみ子 財務部
大島孝子
応援団

補佐
経理担当
担当

横手清陵学院
湯沢翔北高校
湯沢翔北高校

NPO 秋田ふるさと応援団チャリティの集い
8 月 19 日（土）13 時～ 17 時 日本青年館
男性 7000 円 女性 6000 円
※参加される方は 8 月 10 日までに下記に、
ご連絡ください。
三平 俊悦 〒 216-0035 川崎市宮前区馬絹 855 番地３
Tel/Fax 044-852-0891 携帯 090-6930-1389
メール shunmihira1945@gmail.com
※秋田県産の地酒・枝豆・稲庭うどん・味噌・醤油・漬物・花
輪農産物など格安で販売いたします。

《プログラム》
黙祷、
「秋田県民歌」斉唱
開会挨拶：三平俊悦・金子治生・菊池昭夫
講演：瀬古利彦・山本亨、乾杯：岸本六蔵
《ステージ》
琉球舞踊・千歳会社中、佐藤真理子、コールクレッシェ
ンド四街道、近江知永、森田貢、池上朝子、山形俊男、
秋 湖太郎、山口ひばり、西音馬内盆踊り
《えがったで賞》秋田聖霊高校フェンシング部
オークション、なまはげ
「ふるさと」
「秋田ふるさと応援団団歌」合唱
エール：大渕清一、閉会挨拶：鈴木猛

ご挨拶
ＮＰＯ法人秋田ふるさと応援団

理事長

前略、この度、皆様方のご協力・ご理解を賜りまして、震災復興・
スポーツ・文化活動振興を目的にした。チャリテーの集いを新装した。
日本青年記念館で今回６回開催することが出来ました。心から感謝
とお礼申し上げます。
瀬古利彦氏の講演をはじめ、琉球舞踊・西馬内盆踊り・コーラス・
秋田民謡・歌謡曲・民謡ロック・アニメソング・なまはげ登場など
で楽しんでいただき、皆様方と交流と親睦を深めたいと思います。
友人、知人などをお誘い合わせて多数ご参加をお待ちしております。
秋田ふるさと応援団発足を振り返ってみました。きっかけは、平
成 22 年の全国高校野球大会で、秋田県代表が、13 年連続初戦敗退
と不名誉な記録を作ってしまったことでした。色々なスポーツの大
会において秋田県勢が低迷しており、ラグビーは言うに及ばず、サッ
カー、バスケット、野球と、スポーツ王国秋田の名をほしいままに
した昔の強さを取り戻そうと、また、ふるさと秋田や選手を元気つ
けようと、中学生や高校生らの全国大会に出場する秋田県代表チー
ムや選手を、出身校の垣根を越えて応援しようと、首都圏在住の秋
田出身者が、平成 22 年 11 月に「秋田ふるさと応援団」を結成する
ことが決まりました。
23 年 3 月に県内 10 校の同窓生が 20 名ほど参加して、今後の運営
方針等を定め、会長・団長・副会長を数名と幹事を決めて、発足の
運びとなり、将来は対外的に認められる NPO 法人を目指そうとス
タートしました。
今年で発足７年目を迎えます。
「めさえぐど・みんなして」を合言
葉に黒Ｔシャツ・鉢巻・黒帽子・応援タオルというスタイルで、年
末・年始にかけての東京で行われる、サッカー・バスケット・バレー
ボール、京都での駅伝・花園でのラグビー、春は武道館での柔道大
会・甲子園での春・夏の高校野球・神宮の定時制通信制全国野球大会・
学童野球の応援等で東奔西走し、
「赤青なまはげ」と共に全試合応
援してきました。
昨年の総会（11 月）で、念願であった NPO 法人設立申請を承認
していただき、29 年 1 月 26 日に特定非営利活動法人設立認証申請
書を東京都に収受され、4 月 26 日に NPO 法人として認証されました。
現在個人入会者は 54 名・法人 4 校となっております。今後は、理
事 24 名（理事長 1 名、副理事長 2 名）監事 2 名で運営していきます。
活動理念として、当法人は、広く一般市民を対象として、首都圏
で開催される各種の競技大会において、所属・出身校の枠を超えて
集い応援することにより、学術・文化・芸術・スポーツの振興と子
供たちの健全育成及び公益に貢献することにより、秋田県の活性化
に寄与することを目的として活動していきますので今後共ご協力・
ご指導よろしくお願い致します。

NPO 秋田ふるさと応援団・参加校、
団員募集中
NPO 秋田ふるさと応援団・ニュースレター No.11［前（め）さ えぐどぉ !］
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2017 年 7 月 20 日 NPO 秋田ふるさと応援団
理事長 三平俊悦
〒 101-0041 東京都千代田区神田須田町 2-2-13 ベルメゾン神田 5 階 おーる秋田・東京ふるさと館内
URL http://akita-furusato.main.jp/ [ 秋田ふるさと応援団 検索 ]
協賛などの振込は三菱東京 UFJ 銀行新宿支店

三平 俊悦

普通預金０２３５８７７阿部信男（秋田ふるさと応援団会計担当）

