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「弘前市市民参加型まちづくり１％システム」の事例集です。 

令和２年度は、 

市民のみなさんから提案があった４２件の事業が市内各所で行われました！！ 

地域のこと・地域に住むみなさんのことを思って、 

よりよいまちにするための、たくさんのアイデアが集まっています。 

 

 ✤ 自分たちの活動のヒントに！  

 

 ✤ 気になる事業を探して、参加するために！  

・・・などなど、ぜひ参考にしてください😃😃😃 

 

弘前市の協働によるまちづくり ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

弘前市では、まちづくりの基本的なルールを決めるために 

「協働によるまちづくり基本条例」 

を定めています。 

市民のみなさん・議会・執行機関（市役所）が 

それぞれの役割を果たして、 

「市民の幸せな暮らし」を実現できるように 

まちづくりに取り組んでいきましょう。 
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１ 

子育て支援サークルママーズクラブ 

親子の触れ合い「親子じゃれつき遊び」と 

子どもの生活習慣・体力・社会性をはぐくむ「運動遊び」 

■補助金を活用せず、参加費、協賛金にて実施。 

（総事業費 214,038円） 

■主な事業内容 

子どもの運動の機会と、養育する親の情報交換の場として活

用を目的に、親子で定期的に遊ぶ機会を提供した。お母さん

のリフレッシュのための教室や、子どもの体力測定も行い、養

育者との遊びを通して、基本的な意思疎通能力や情緒の安定

など、子どもの心と運動の発達について大人の側の理解が深

まったと感じた。 

 

 

弘前暮らしの保健室 

弘前暮らしの保健室 

■補助金額 37,000円 

（総事業費 58,009円） 

■主な事業内容 

介護の仕方や病気になった時の対処の仕方、施設のことな

ど、日々の生活の中で生じるちょっとした悩み事を相談でき

る場所を作るため、清水交流センターで暮らしの保健室を開

催した。健康チェックや調理実習、体操・手芸などを通して、参

加者同士で気軽に話し合える居場所づくりにつながった。 

 

 

特定非営利活動法人 マザーフィールド 

「スマイル up ルーム」 

■補助金額 16,000円 

（総事業費 32,029円） 

■主な事業内容 

孤食やひとりで勉強する傾向になりがちな、ひとり親家庭の子

どもたちにみんなで食事をし、勉強する機会を提供した。食育

と教育の両面から子どもたちをサポートすることで、学力の向

上や年齢、世代を超えた交流で親睦を深め、子どもたちの豊か

な人間性や社会性を育むことができた。 
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２ 

特定非営利活動法人 スポネット弘前 

障がい者スポーツ環境整備事業 

～定期的な活動場所の提供～ ユニバーサルスポーツクラブ 

■補助金額 192,000円 

（総事業費 214,172円） 

■主な事業内容 

障がい者がスポーツを定期的に行うことができる場を作り、

継続的にスポーツに触れる機会を創出する。「交流の場」、「定

期活動の場」として、障がい者が日常的にスポーツを楽しんだ

り、競技選手や指導者の発掘・育成を図り、誰もがスポーツを

楽しめる環境を整備することは、大きな意味があると感じた。 

 

 

ほほえみネットワーク 

「乳がん市民公開講座」とケア帽子作りでがん患者さんを応援‼ 

■補助金額 63,000円 

（総事業費 74,873円） 

■主な事業内容 

市民の乳がんに対する理解促進とサポート意識の向上のた

め、患者さんが被るケア帽子作りと普及啓発を行い、がん患者

を支える仕組みとしてサポートの輪を広げていく。ケア帽子に

は医療現場や患者さんから感謝の言葉が寄せられた。 

 

 

“わ”と“な”の生き活きサークル実行委員会 

“わ”と“な”の生き活きサークル 5 

■補助金額 89,000円 

（総事業費 107,304円） 

■主な事業内容 

65歳以上の市民を対象に、大成・城東・泉野地区で参加者の

年齢や体力に合わせた体操を実施した。また体力測定や認知

症予防として折り紙を取り入れるなど、集うことによって参加

者同士のつながりをつくることができ、体力面での介護予防

だけでなく、高齢者の居場所として機能できた。 
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３ 

弘前縄文の会 

文化振興事業 「第 3 回 大森勝山遺跡と世界遺産登録を学ぼう会」 

■補助金額 227,000円 

（総事業費 353,698円） 

■主な事業内容 

世界遺産登録候補の「北海道・北東北の縄文遺跡群」の一つで

ある、大森勝山遺跡などの価値について市民に再認識しても

らい、地域・観光資源としての活用に結びつけていくための研

修会や講習会を開催した。また、子どもたちに縄文人やその

文化を正しく理解するための場として、「勾玉づくり」や「縄文

土器づくり」の体験会を実施した。多くの子どもたちに縄文遺

跡への興味を持ってもらうことができた。 

 

 

一般社団法人 弘前文化財保存技術協会 

文化振興事業 「第 2 回 金魚ちょうちんと金魚ねぷた交流事業」 

■補助金額 334,000円 

（総事業費 392,302円） 

■主な事業内容 

弘前ねぷたを手本に作られ、地域の特産品となった山口県柳

井市の「金魚ちょうちん」を広く市民に知ってもらうため、金魚

ちょうちんと金魚ねぷたの展示会・製作体験会を実施した。金

魚ねぷたの歴史を知らない人が多いことを知り、金魚ねぷ

た、ねぷたの歴史や民俗行事などの紹介も必要だと感じた。 

 

 

弘前市仲町地区 伝統的建造物群保存会 

文化振興事業 「第１回 弘前仲町地区町並み保存事業」 

■補助金額 459,000円 

（総事業費 538,007円） 

■主な事業内容 

国選定重要伝統的建造物群保存地区である「仲町伝統的建造

物群保存地区」を市民の手で守り、大切にしていく重要性を知

ってもらうため、保存技法の講習会や観光ガイドの養成講座、

保存地区を活用したイベントを実施した。まずは市民に知って

もらい、観光産業にも展開できる足がかりになった。 
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４ 

国吉獅子踊保存会 

国吉獅子踊活動拡大事業 

■補助金額 356,000円 

（総事業費 396,000円） 

■主な事業内容 

市指定無形民俗文化財である国吉獅子舞を今後も途絶えさ

せないように、子どもたちに獅子舞に興味を持ってもらい、し

っかりと伝えていくために、子ども用の獅子頭を揃えた。獅子

頭を揃えたことによって、子どもたちの意識が高まり、大勢の

子どもたちが参加してくれて盛り上がった。活動するにあたっ

て、会員の活動継続への士気も上がった。 

 

 

津軽カタリスト 

太宰治まなびの家 津軽カタリスト定期公演 事業 

■補助金額 254,000円 

（総事業費 282,646円） 

■主な事業内容 

「弘前は太宰治研究の街である」ことを広く PRするため、全

４回、季節に合わせた太宰治の作品をアレンジして、ドラマリ

ーディングの定期公演を行った。また、動画配信で舞台上演の

様子を届けるなど新たな取り組みにも挑戦でき、今後に活か

せる大きな収穫となった。 

 

 

NPO 法人 弘前サクラオーバルズ 

体育で ONE TEAM！～小・中学校タグラグビー出前授業～ 

■補助金額 124,000円 

（総事業費 221,197円） 

■主な事業内容 

ラグビー選手とコーチが出向き、指導の難しさが課題となっ

ているタグラグビーの出前授業を行い、学校体育の充実を図

った。また、授業を通して「協力して一つのボールをみんなで

つなぐこと」、「相手に敬意を払うこと」というラグビーの魅力

を伝えることができた。 
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５ 

津軽笛地域づくり実行委員会 

津軽笛を通じた地域交流事業 （第５回 全日本横笛コンクール） 

■補助金額 20,000円 

（総事業費 23,000円） 

■主な事業内容 

全国トップレベルの笛奏者の演奏を市民が触れる機会を作

り、弘前の伝統文化に今まで以上に興味を持ってもらうため、

全国横笛コンクールを実施した。今年度は新型コロナウイルス

感染症の影響もあり、生演奏からオンライン形式に変更したこ

とで全国へ横笛コンクールの存在を発信することができた。 

 

 

NPO 法人 harappa 

「こども harappa ―びじゅつのじかん」 

■補助金額 32,000円 

（総事業費 42,112円） 

■主な事業内容 

小学生を対象に、粘土で好きな生き物の形を作り、それを素

焼きにした造形物に色付けをする講座を２回実施した。創作

活動を通して、子どもたちの発想力や思考力、表現力・創造力

を育てることができた。多様な価値観、授業評価に捉われな

い自己表現の楽しさに気づくきっかけとなった。 

 

 

久渡寺で応挙の幽霊実行委員会 

久渡寺で応挙の幽霊２ 

■補助金額 205,000円 

（総事業費 349,408円） 

■主な事業内容 

久渡寺が所蔵する円山応挙が描いたとされる幽霊画を、年に

一度の公開日に住職の解説と共に鑑賞した後、人気落語家に

よる演目「応挙の幽霊」を楽しむツアーを開催した。ツアーに

は、県外からの参加者もあり、全国に広く発信できた。弘前に

伝わる貴重な芸術作品について考える機会を提供し、市民の

「芸術とまちづくり」への関心を高めることができた。 
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６ 

特定非営利活動法人 ひろさきレクリエーション協会 

いろんな鬼ごっこの集い／スポーツ鬼ごっこ交流大会 2020 冬の陣 

■補助金額 184,000円 

（総事業費 226,011円） 

■主な事業内容 

小さい子どもから大人まで誰でもできる鬼ごっこを通して、

体を動かす楽しさを知ることや子どもの運動不足解消のほ

か、社会性やコミュニケーション能力の向上につながるイベン

トを開催した。子どもたちがルールや決まりを守って楽しく運

動し、チームやクラスメイトと一緒に参加したいという活動意

欲を感じることができた。 

 

 

弘前市歌人連盟 

「第１回 ひろさき学生短歌大会」 

■補助金額 277,000円 

（総事業費 319,534円） 

■主な事業内容 

小・中・高校生を対象として「ひろさきに関連したもの」を題材

とした短歌を募集し、短歌大会を開催した。学生の発想力や想

像力を養うことや、若い感性と視点から地域の魅力を再認識・

発信することに寄与した。短歌の授業を活用して、学校全体で

応募するなど、短歌人口の増加につなげていきたい。 

 

 

NPO 法人 harappa 

「harappa 映画館」 

■補助金額 153,000円 

（総事業費 218,611円） 

■主な事業内容 

中心市街地を会場として、弘前では上映されていない、地元

にゆかりのあるミニシアター系の映画作品を上映した。地域住

民に対する映像技術、映画文化の普及と振興につながり、市

民が映画文化を享受できる機会の提供と地域との連携を高

め、街中の賑わい創出にも寄与した。 
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７ 

おしごと体験広場 キッズハローワーク実行委員会 

NO WORK NO LIFE（仮） 

■補助金額 449,000 円 

（総事業費 499,730円） 

■主な事業内容 

子どもと直接コンタクトを取ることができる場や簡単に操作・

閲覧できる、子ども向けの地域社会情報の基盤となるコミュ

ニケーションの場としてWEBサイトを制作した。顔の見える

関係性をもつ、地域連携を築きながら YouTubeや ZOOM

を活用し、地域の子どもに直接的に働きかけ、心理的な繋が

りを感じる場になる可能性をもたらすことができた。 

 

 

おしごと体験広場 キッズハローワーク実行委員会 

おしごと体験広場キッズハローワーク～ビジュアル版（仮） 

■補助金額 500,000 円 

（総事業費 566,380円） 

■主な事業内容 

社会体験プログラムのビジュアル版ドキュメントブックを制作

し配布した。多くの子どもと関わることができ、地域に密着し

た社会体験プログラムを発信することで、地域活性化につな

がる効果や弘前への愛着心の醸成が期待でき、子どもたちの

生きる力や主体的に考える力を育む一助となった。 

 

 

アートワールドひろさき 

poco a poco アートのたまご 

【絵本と絵画の鑑賞会＋ワークショップ】および【みんなのコンサート】 

■補助金額 413,000円 

（総事業費 490,481円） 

■主な事業内容 

親子で音楽や美術の面白さ、奥深さに触れる場として、絵本

の読み聞かせと美術鑑賞・簡単なワークショップを行うイベン

トと音楽会を開催した。また、ワークショップをオンラインで開

催するなど、新しい試みも行った。保護者の気分転換や子育

て世代同士の交流の場ともなった。 
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８ 

HIROSAKI_AIR 

インクルーシブアートプロジェクト「ボーダレス」展覧会 

～ハンディキャップの垣根を越えて「楽しむ」「感じる」「発見する」～ 

■補助金額 500,000円 

（総事業費 1,187,382円） 

■主な事業内容 

「価値観の多様性」をテーマに、五感（視覚、聴覚、嗅覚、味覚、

触覚）を使った作品の展示会を実施した。だれもがアートに触

れることができる機会を作り、年齢・性別感覚特性に捉われ

ず、アートや文化活動を楽しむことができるような場を創出す

ることができた。五感を使った作品鑑賞を通じて、新しい気づ

きや刺激・発見を得てもらうことができた。 

 

 

弘前歩こう会 

市民健康増進事業 

「第 9 回 津軽岩木スカイラインを歩いてみよう会」 

■補助金額 500,000円 

（総事業費 838,392円） 

■主な事業内容 

弘前市及び岩木山の魅力を全国に発信することと、市民の健

康増進と親睦交流を図ることを目的に、「津軽岩木スカイライ

ン」をゆっくりと自分のペースで歩く会を実施した。終日雲一

つ無い絶好の天気で、参加者は大変喜んでいた。参加者の日

頃のストレス解消と健康増進の一助となった。 

 

 

特定非営利活動法人 ひろさきレクリエーション協会 

2020 年 みんなのウォークラリー大会 

〈弘前の街中にあるいろんな「卍」を見つけながら歩こう〉 

■補助金額 106,000円 

（総事業費 123,427円） 

■主な事業内容 

市民の健康づくりや、コミュニケーションを楽しみながら郷土

の文化や建築物に触れることで、関心や愛着を感じてもらう

ため大会を開催した。コマ図を見ながら散策し、チェックポイ

ントでゲームにチャレンジするという手軽な運動に親しみ、今

後の健康づくりや郷土への関心や愛着を育む一助となった。 
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９ 

岩木山観光協会 

岩木山エコプロジェクト 

■補助金額 500,000円 

（総事業費 566,466円） 

■主な事業内容 

岩木山を美化するため、岩木山麓で後を絶たない不法投棄の

収拾活動を、７月と１０月の２回にわたり実施した。また啓発活

動について話し合うエコフォーラムの開催や、チラシの配布な

どの啓蒙啓発活動に力を入れた。しかし参加者は昨年よりも

減少しており、今後は周知・啓発活動を強化し、弘前市民の環

境問題に対する意識の向上とエコ活動の浸透を図っていきた

い。 

 

 

みらいねっと弘前 

子どもの生きる力を育てる「こども農業部」事業 

■補助金額 281,000円 

（総事業費 804,827円） 

■主な事業内容 

生きていくうえで大事な「食べること」の原点となる農業体験

を通じて、子どもたちが生きていく力を身につける機会を提

供した。様々な農作業や加工品作りを通じて、毎日口にしてい

る食べ物がどのように栽培され、作られているのか理解と関

心を深め、食の大切さを感じてもらえた。 

 

 

希望農園 

市民と農業を楽しむ事業 

■補助金額 6,000円 

（総事業費 7,123円） 

■主な事業内容 

市民農園を活用し、誰でも気軽に農業へ触れられる機会をつ

くった。障がいのある方は、自らの手で農作物を育てて実った

ものを食べることで達成感を味わうことや、野菜嫌いの克服

にもつなげることができた。 
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１０ 

弘前市日中友好の会 

「無料接客中国語セミナー・観光中国語ボランティア事業」 

■補助金額 327,000円 

（総事業費 366,456円） 

■主な事業内容 

中国人観光客を「おもてなし」するため、外部講師による中国

語セミナーとして、基礎からしっかり学べる内容と、さらにレ

ベルアップできる内容や教室から外に出る実践編のセミナー

を開催した。弘前のまつり時期に JR弘前駅や弘前公園内を

回り、弘前大学留学生を観光客に見立て、セミナー参加者が

観光ボランティアガイドとして、おもてなし活動をした。 

 

 

時敏地区青少年育成委員会 

青少年健全育成・地域づくり・地域世代間交流事業 

「第 7 回 津軽の伝統文化と昔の遊びに触れてみよう」 

■補助金額 97,000円 

（総事業費 108,757円） 

■主な事業内容 

子どもたちが日本の伝統的文化と昔の遊びに親しむ機会を創

出し、時敏地区内の世代間交流を図ると共に、地区内の歴史・

文化を学ぶ講座を開催した。歴史講座１回のみの実施となっ

たが、弘前の歴史・時敏小学校の歴史を学び弘前をよりよく

周知できた。子どもたちからは参加して楽しかった、学校側か

らは来年以降継続して欲しいとの要望を頂いた。 

 

 

西部仲町 自主防災会 

防災・地域づくり・地域世代間交流事業 

「第 4 回 西部仲町 自主防災会 防災訓練事業」 

■補助金額 335,000円 

（総事業費 390,713円） 

■主な事業内容 

町民全員を対象に「防災器具の使用」及び「炊き出し訓練」を

実施した。また今後の活動に役立てるため、避難方法・避難誘

導・避難者への対応などを検証し、町内会で災害弱者や孤立

者をできる限り生じさせないように、町民全員が協力し合え

る体制を作り、今後の活動に役立てていきたい。 
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１１ 

乳井町おこし協力会 

乳井区域内放棄地の環境整備と美化活動 

■補助金額 239,000円 

（総事業費 266,083円） 

■主な事業内容 

乳井町会内で放棄され、崩壊寸前だった遺跡である茶臼舘の

沿道改修や、ホタルの集まるため池の泥上げ、歴史の小径の

整備を進めた。茶臼舘は案内標識を多くし、ネットで PRした

ことによって訪問者の人数が増えた。 

 

 

大地の会 

こいのぼり設営 

■補助金額 97,000円 

（総事業費 108,336円） 

■主な事業内容 

十面沢地区の地域活性と多世代交流の機会につながることを

目的に、端午の節句に「こいのぼり」を設置した。また子どもた

ちとオリジナルこいのぼりを作成することで、興味を持っても

らった。近隣地域の方も事業を知り、古いこいのぼりを寄付し

てくれるなど地域間の交流が生まれ、学校関係者、地域住民

の方々から、子どもの健やかな成長を願って実施して欲しい

という声もあり、地域一体となって取り組むことができた。 

 

 

槌子町会青年部 

槌子町会盆ねぷた運行（第８回） 

■補助金額 198,000円 

（総事業費 220,000円） 

■主な事業内容 

お盆にしか帰省できない人やねぷた期間に運営側の人が、ね

ぷたに参加できるように「盆ねぷた運行」を実施している。今

年度は新型コロナウイルス感染症の影響により実施を断念し

たが、子どもたちが太鼓を叩く楽しみを継続するため、太鼓の

革の張替えを行い、来年度の運行に向けて、太鼓の保管、調整

を万全にした。 
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１２ 

和徳歴史探偵団 

～和徳の歴史の探求と伝統ある津軽の歴史の魅力発信事業～ 

題「けの汁発祥の地 和徳城」和徳城主 小山内讃岐の守没後 449 年祭 

■補助金額 203,000円 

（総事業費 226,410円） 

■主な事業内容 

和徳町の地域に和徳城があったことや、落城前に兵士たちが

食べたとされている「けの汁」の発祥の地とされていることを

広く周知し、和徳の活性化につなげるため、「歴史パネル展」を

百石町展示館で開催した。また「和徳の歴史に関わる講演会」

を実施し、和徳地域の歴史を知ってもらうことができた。 

 

 

歴史と伝説の里「鬼沢の会」 

鬼楢地域「歴史と伝説の里づくり事業」 

■補助金額 313,000円 

（総事業費 465,121円） 

■主な事業内容 

鬼沢地域に伝わる「鬼伝説」や、義民藤田民次郎の生涯を紹介

し、それらに関連する地域の名所を散策したり、農業体験や郷

土料理を試食するツアーを開催した。秋の「第２回鬼沢の旅」

では、りんごの農作業体験を初めて実施し好評だった。鬼沢の

りんごの宣伝に役立ったほか、参加者との出会い、ふれあい

の中で地域の活性化を実感することができた。 

 

 

十面沢お山の会 

十面沢お山の会（お山参詣） 

■補助金額 145,000円 

（総事業費 259,479円） 

■主な事業内容 

十面沢地区で、五穀豊穣を祈願する伝統行事として行われて

きたお山参詣を次世代に継承していくため、子どもたちを巻

き込んでオリジナル旗を作成し、お山参詣に興味を持ってもら

うことができた。小学校のお披露目会ではお囃子の紹介も行

い、より多くの子どもたちに伝統文化を知ってもらい、町内の

活性化にもつながった。 
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１３ 

弘前市防災マイスター連絡会 

弘前市民への防災力・減災力の向上推進隊 パートⅢ 

■補助金額 195,000円 

（総事業費 248,690円） 

■主な事業内容 

県内でも「自主防災組織」の結成率が低い弘前市において、防

災組織の必要性を呼びかけ、防災組織率の向上に寄与するた

め市民向けの研修会や地区連合会での PR活動、出前講座を

行うなど活動をしてきた。年々僅かながらも「自主防災組織」

の結成率が向上している。 

 

 

ひろさき地域活動応援隊 FUYAKU 

りんご畑鉄道ラッピング列車運行作戦 

■補助金額 376,000円 

（総事業費 438,463円） 

■主な事業内容 

弘南鉄道大鰐線を、幼稚園や保育園の児童が制作したりんごを

モチーフとした装飾物や、りんごステッカーで装飾した列車「り

んご畑鉄道」として PRした。りんごのデザインがなされた列車

を長期間運行させることによって、弘南鉄道大鰐線に「りんご

畑鉄道」という愛称を定着することができ、地域全体として、大

鰐線を盛り上げる姿勢の形成に寄与した。 

 

 

楽しいね!!東目屋実行委員会 

豪雪を遊ぼう！東目屋雪まつり 

■補助金額 354,000円 

（総事業費 397,399円） 

■主な事業内容 

市内でも屈指の豪雪地帯である東目屋地区で、冬・雪を生か

したイベントを開催した。昔ながらの雪遊びが参加者に喜ば

れ、また旧東目屋スキー場の跡地を地域の資源として有効活

用できたことが良かった。地区青少年育成委員会や子ども

会、地域おこし協力隊とも連携でき、地域の活性化や交流の

創出にも寄与することができた。 
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１４ 

紙漉沢町会 

長慶天皇御陵墓参考地周辺整備事業 

■補助金額 500,000円 

（総事業費 592,106円） 

■主な事業内容 

地域の財産である旧長慶天皇御陵墓参考地は、市民をはじめ

として多くの方が訪れているが、周辺に駐車場や休憩所等が

なく、また歩道が滑りやすく、雑木も多いことから、町会住民、

地域おこし協力隊が環境整備を実施した。市民共有の遺産・財

産として、後世に伝え、安全・安心で親しまれる場所ができた。 

 

 

弘前グローカル・アクション 

「あのね、知ってる？ここにもフランス」プロジェクト 

■補助金額 113,000円 

（総事業費 125,905円） 

■主な事業内容 

他国の文化に触れる機会を作り、異文化体験を通じて市民同

士の交流の場を創出するため、プチ・マルシェを行った。また、

弘前とフランスとの関りがあるお店や人物などを紹介するリー

フレットを作成し、外国文化を通じた弘前の魅力を再発見して

もらうことができた。 

 

 

ひろエネ 

自然エネルギーワークショップ 

■補助金額 148,000円 

（総事業費 164,606円） 

■主な事業内容 

子どもたちと保護者に、日常使用しているエネルギーはどうや

ってつくられ、送られ、消費されているのか、そして将来的にど

のような形でエネルギーを使った社会になっていけばよいのか

を考える場を提供した。学校では学ばない分野をクイズや実験

などを通じて触れることにより、喜びや感動だけでなく、普段

の生活の見直し、新たな気づきや創造力を創出した。 
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１５ 

 

◆◆◆ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、中止となった事業 ◆◆◆ 

 

1．特定非営利活動法人 ありんこ 

  ありんこまつり 

 

2．Magic Lantern Railways 

幻燈列車 Magic Lantern Railways 

■補助金額 18,000 円 （総事業費 20,407 円 ※事業の準備にかかった経費） 

 

3．おしごと体験広場 キッズハローワーク実行委員会 

おしごと体験広場キッズハローワーク 

 

4．おしごと体験広場 キッズハローワーク実行委員会 

HELLO！HIROSAKI！~まちへ行こう！ 

 

5．弘前駅前遊歩道賑わい祭実行委員会 

HIROSAKI JAZZ STREET 2020 

 

6．東地区ちいきの絆食堂 

東地区ちいきの絆食堂食育事業～映画「いただきます みそをつくる子どもたち」鑑賞会～ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１％システム 

ホームページ 

市民協働課 

Facebook 

 お問い合わせ  

弘前市 市民協働課 協働推進係 

Ｔ Ｅ Ｌ 0172-40-7108（直通） 

F A X 0172-35-7956（代表） 

Email shiminkyoudou@city.hirosaki.lg.jp 


