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秋田ふきのとう
県民運動大会

3月1日（ミンナノイノチ）

20142014
第５回 秋田ふきのとう５回

ゆとりと優しさのある秋田を目指して。

日時

会場

平成26年11月22日（土）

3月1日は『秋田県いのちの日』と定められました。

秋田県の
自殺者数の
推移

皆様のご協力とご参加をお願いします。

自殺予防

〒010-0921　秋田市大町3丁目2-44　
協働大町ビル3階

秋田市中通2-6-1

会　　長　心といのちを考える会・会長／袴田俊英
副　会　長　一般社団法人秋田県医師会
　　　　　社会福祉法人秋田県社会福祉協議会
　　　　　秋田・こころのネットワーク
　　　　　幹　　事　秋田県商工会議所連合会
　　　　　秋田県商工会連合会
　　　　　株式会社秋田魁新報社
　　　　　NPO法人秋田いのちの電話
　　　　　秋田なまはげの会
　　　　　ホットハート由利
　　　　　株式会社東邦ドラッジスト
　　　　　監　　事　公益社団法人秋田県看護協会
　　　　　公益財団法人秋田県老人クラブ連合会
顧　　問　秋田県知事　　　佐竹敬久
相　談　役　本橋　豊

　　　　　
協賛団体　県内25市町村、企業・団体／89団体、個人24名

　　　　　

平成26年10月現在

はまなすネットワークのしろ
秋田県民生児童委員協議会
秋田県司法書士会
社会福祉法人秋田市社会福祉協議会
NPO秋田新生活相談所
潟上市自殺予防推進連絡会ハッピーネット
NPO法人蜘蛛の糸

シンボルマーク

TEL 018-853-1831
FAX 018-853-9758
URL  http://www.fuki-no-tou.net/

秋田ビューホテル
４階・飛翔の間

秋田ふきのとう県民運動実行委員会
事務局／NPO法人蜘蛛の糸 内

14：00～16：30

秋田市中通2-6-1

雪国秋田にとって春の訪れ
は待ち遠しい。土手の斜面
に咲く「ふきのとう」に出
会った時に、冬の終わりと
躍動の季節を感じます。ふ
きのとうは、縦横に地下茎
を張って雪解けを待つ生命
力に溢れた植物です。自殺
予防「秋田ふきのとう県民
運動」は、この花の生命力
に秋田県の「A」を重ね、ゆ
とりと優しさのある秋田を
目指し、活動を展開します。
AKITAのAの中に、ふきの
とうのキャラクターを入
れ、秋田県全体でこの運動
に取り組んでいる姿勢を表
現しました。

秋田県は、自殺率（対人
口10万人）が平成7年
から19年連続で全国一
となっています。
ピークの平成15年と比
較すると、自殺者数は
242人減少、自殺率は
18.1ポイント減の改善
となっています。

入場無料
※当日ご自由に
　参加ください。

秋田ふきのとう県民運動秋田ふきのとう県民運動

自殺予防に関わる民間団体、医療・福祉・教
育・法曹・大学・行政等の関係者が、
自分たちのできることから具体的に行動を
起こし、地域の絆と適切なアドバイスやサ
ポートにより、
安心して生活できる地域づくりを目指し、平
成22年9月18日大会宣言を表明して
今日まで様々な活動を展開しています。

起こし、地域の絆と適切なアドバイスやサ
ポートにより、
安心して生活できる地域づくりを目指し、平
成22年9月18日大会宣言を表明して
今日まで様々な活動を展開しています。
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成22年9月18日大会宣言を表明して
今日まで様々な活動を展開しています。

県民の誰もが、秋田に生まれ、秋田
に住んでよかったと思えるよう、
この大会に集う一人ひとりが、今ここ
から行動していくことを宣言します。
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現在県内25市町村、企業・団体89団体、
個人24名の活動に広がっています。

プログラム
活動紹介
平成22年

平成23年

平成24年

平成25年

平成26年

田中　健氏

14：00～14：10

14：10～14：30

14：30～14：40

14：40～15：40

15：40～15：50

15：50～16：30

16：30

開会挨拶

秋田ふきのとう県民運動実行委員会会長…………  袴田 俊英
秋田県副知事 ……………………………………  堀井 啓一氏
秋田市長 …………………………………………  穂積 志氏
いきいきシルバー川柳の応募作品表彰式・講評

《休憩》

トーク＆ライブ………「あなたがいるから」
　　　　　　　　　田中　健氏（俳優・ケーナ奏者）

《休憩》

トークショー…………

「いのちの政治家　山本孝史を語る」
　　　　　　　　田中　健氏　山本 ゆき氏
閉会

1972年に歌手デビュー。
75年、映画『青春の門』で俳優として鮮烈
な印象を残す。
「オダメ」役のテレビドラマ『俺たちの旅』
(NTV)も代表作に。南米で出会ったケー
ナの音色に魅了され、独学で学び、1990
年からケーナ奏者としても活躍。
2009年、テレビ東京系列『ルビコンの決
断』で自殺対策基本法とがん対策基本法を
成立に導いた山本孝史役を熱演。以後、
朗読劇「兄のランドセル」でも孝史役を務
める。
震災後、岩手県釡石市や大槻町などをケー
ナで慰問。2012年4月、新曲「あなたが
いるから」(テイチク)をリリース。トーク
＆ケーナのライブを全国で展開する。

山本 ゆき氏
プロフィール

プロフィール

山本孝史の妻。
秋田県湯沢市出身。津田塾大学を卒業後、
皆瀬中学校と井川中学校で教師。
結婚後はNHK・BS放送、NHK放送技術研
究所で翻訳の仕事に従事。
孝史没後、夫の志を継いで、「山本孝史の
いのちのバトン」を立ち上げる。
執筆・講演等で「救える命は救う」という
孝史の思いを伝えながら、自殺予防・がん
対策に取り組む。NPO法人「わたしのがん
net」代表。がん患者団体支援機構理事。
著書に「兄のランドセル～いのちの政治家 
山本孝史物語」。

第５回

秋田ふきのとう県民運動大会 2014
秋田ふきのとう県民運動

6月16日

　　　　　 7月16日

　　　　　 9月18日

          12月  1日

          12月12日

3月 1日

           7月16日

           9月 9日

          10月15日

          12月  1日

3月  1日

           7月25日

           9月10日

          10月～11月

          11月30日

3月 1日

　　　　　 7月 6日

           8月～10月

           9月10日

　　　9月13日～15日

          10月20日

　　　　　11月29日

2月28日

           7月15日 

           8月～11月

           9月10日 

          11月22日

発起人会発足

実行委員会設立総会

第1回・県民運動大会

「いのちの日」街頭キャンペーン

意見交換会

「秋田県いのちの日」街頭キャンペーン

平成23年度実行委員会総会

「WHO世界自殺予防デー」街頭キャンペーン

第2回・県民運動大会

「いのちの日」街頭キャンペーン

「秋田県いのちの日」街頭キャンペーン

平成24年度実行委員会総会

「WHO世界自殺予防デー」街頭キャンペーン

第1回「いきいきシルバー川柳」募集

第3回・県民運動大会

「いのちの日」街頭キャンペーン

自殺予防のイルミネーション「いのちの光」点灯式（共催）

「秋田県いのちの日」街頭キャンペーン

平成25年度実行委員会総会

第2回「いきいきシルバー川柳」募集

「WHO世界自殺予防デー」街頭キャンペーン

第37回・日本自殺予防学会総会

第4 回・県民運動大会

「いのちの日」街頭キャンペーン

「秋田県いのちの日」街頭キャンペーン

平成26年度実行委員会総会

第3回「いきいきシルバー川柳」募集

「WHO世界自殺予防デー」街頭キャンペーン

第5回・県民運動大会

秋田ふきのとう県民運動実行委員会会長…………  袴田 俊英

秋田ふきのとう県民運動大会 2014

2012年４月22日　釡石埠頭にて祈りのケーナ


