BABAME BASEには18個人・団体が入居

シェアオフィスに入居している
大学・学術機関の皆さん
秋田公立美術大学

宮本 一行さん

さまざまな地域の音を風
景として捉える研究をして
います。トロンボーンの音
響を通じて、五城目町の豊かな自然環境
とも対話を試みたいと考えています。
明治大学 岸 磨貴子さん
BABAME BASEは、多様
な人との、多様な出会い方
と関わり方が偶発的に生まれます。なぜ
偶発的な学びが五城目町では生み出され
やすいのか、そのしくみを研究します。
立教大学 舘野 泰一さん
五城目町では「学び」と
「遊び」が交差する実践が
多くなされているので、そ
うした場をどのようにデザインしている
のかについて研究していきます。
東京大学 工藤 尚悟さん
大人と子どもがわいわい
と集いながら、一人一人が
幸せに暮らしていける地域とはどのよう
な地域なのでしょう。アフリカと秋田を
行き来しながら、そのヒントを探してい
ます。
国際基督教大学

松山加奈子さん

「発展って、豊かさって、
何？」そんな問いをフィリ
ピンの小さな村で抱いてか
ら12年。五城目と南アフリカを行き来
しながら研究（探求）していきます！
高知大学 須藤

順さん

五城目町で広がりを見せ
る地域住民と移住者による
協働的学びの広がりについて、学生と一
緒にフィールドワークを通じて学びを深
めていきたいと考えています。
山口情報芸術センター

会田

大也さん

効率的な「早い教育」は、
人口減少時代においては時
代遅れ。私が標榜する「遅
い 学 び 」 を 追 求 す る た め、BABAME
BASEでの交流に期待しています。
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−202、205、210号室−

株式会社 スリーアイバード

−事業支援棟−

株式会社 秋田モールド

当社では、センター内の体育館
やグラウンドを使い、ドローンの
講習などを行っています。
また、ICT東北推進協議会の事
務局を務め、五城目町を主な拠点
として、建設分野でICTを活用す
る技術者の育成にも取り組んでい
ます。

当社は精密加工に適した環境に
ある馬場目でプラスチック製品用
の金型の設計・製作を行い、製品
は自動車・光学機器・医療機器な
ど様々な分野で使用されていま
す。
五城目町伝統の「ものづくり」
を通して、町を元気にしたいと考
えています。

−シェアオフィス−

−シェアオフィス−

合同会社 MUGENコンサルティング ハバタク 株式会社
ムゲン

経営管理コン
サルティングを
メイン業務とし
ています。
グループ会社
の税理士法人
「M.U.G.E.N.」では創業支援に力
を入れています。
五城目町の起業家を様々な形で
サポートできればと思います。
−シェアオフィス−

シェアビレッジ 株式会社

「新しい学
びのクリエイ
ティブ集団」
を 合 言 葉 に、
多様性と創造
あふ
性に溢れた学
びを研究・提供しています。子ど
もから大人、教室からまち、地域
から世界。五城目に根ざし、ワク
ワクする遊びと学びを生み出して
いきます。

センターの入居者を
募集しています!

町村集落での
茅葺古民家を舞
町地域活性化支援センター
台にした村づく
の、事業支援室とシェアオフィ
り を 土 台 に、
スの長期使用者を募集していま
Webや ア プ リ
す。入居を希望する方は、一般
などのテクノロ
社団法人ドチャベンジャーズ
ジーも活かしながら、
「誰もが “村” （ ☎853・5155） も し く は 町
のようなコミュニティをつくる」 まちづくり課（☎852・5361）
ことのできるプラットフォームを
までご相談ください。
提供する “村テック” 集団です。
かやぶき

ベース

開設して７年目を迎えているＢＡＢＡＭＥ ＢＡＳＥ（町地域活性化支援センター）には、
現在18の事業所や大学・学術機関の研究者などが入居し、活動しています。
入居者の皆さんから、事業内容などを紹介していただきました。

センターで、入居者を中心とした新たな流れが生
まれていることにはとても期待しています。今後は、
皆さんが気軽に足を運べるようなきっかけを作り、
入居者の方と地域の方の交流が活発になってくる
と、より良い場所になると思います。
馬場目地区町内会長会 会長 石井
忠さん（72歳・小野台）

▶BABAME BASEの
内部案内図
旧馬場目小学校の教室を活
用した事業支援室と、シェア
オフィス（共同の事務所）が
あり、17の事業所や大学・
学術機関の研究者などが入居
しています。
また、旧馬場目小学校校舎
に隣接する旧馬場目保育園を
活用した事業支援棟には、１
社が入居しています。

−101号室−

−102号室−

働く人々が仲間
と共にいきいきと
仕事ができて喜び
を感じられるチー
ム、組織、会社づ
くりの支援をして
います。
地域の人々に
とって大事な働く場をつくり、育ち合
う社会を作ることに貢献できたらと思
います。

県内初の、新生
児の撮影を専門に
行うスタジオとし
て、７月にオープ
ンしました。
皆さんにご参加
いただける撮影会
も企画しています
ので、そういったことを通じて町民の
皆さんとのつながりを増やしていきた
いと思います。

私たちは自転車
を使って風景や町
並みを深く楽しむ
ことを大切にして
います。
サイクリングに
よる観光事業の企
画運営などを行
い、日本の美しい地方の風景を、自転
車を使ってめぐることの素晴らしさを
伝えられればと思います。

−110号室−

−203号室−

−206号室−

当 美 容 室 は、
広々とした空間が
お子さん連れの方
などから好評で、
出張美容も行って
います。
７月に入居した
小熊さんの写真ス
タジオで撮影をする方からのセットの
予約があるなど、入居者同士での相乗
効果が生まれてきています。

五城目の大切
な場所を使わせ
ていただき、本
当にありがとう
ございます。
ITビ ジ ネ ス、
投資ビジネスの
経験と、ひとりひとりのビジョンの力・
チーム構築ノウハウなどを活用し、秋
田の地で新たなビジネスを生み出して
いきたいと思います。

株式会社 ラウンドテーブル

いちご美容室

−103号室−

ブレッツァ

NEWBORNPHOTO AKITA 株式会社 BREZZA
ニューボーンフォト

アキタ

プロデュース

プロ

株式会社 Hanoi Advanced Lab 株式会社 PRODUCE PRO
ハノイ

アドバンスド

ラボ

広告 代 理 店 と
して、印 刷 物 や
ホームページの
デザイ ン、 イ ベ
ントの運営など
を行っています。
気軽にセン
ターへ足を運ん
でもら い、 多 種
多様な入居者の方々の取り組みを知っ
ていただければと思います。
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