
「協働によるまちづくり川柳」応募作品一覧表

川柳(上) 川柳(中) 川柳(下) 川柳に込めた思い ペンネーム

少しだけ 踏み出す一歩 まちづくり
少しだけでも自分にできることをするという意識が地域全体に広がっていけば、皆の幸せに
繋がると思います。

弘前LOVER

【協働銀賞】
川柳(上) 川柳(中) 川柳(下) 川柳に込めた思い ペンネーム

まちづくり 協力する人 みな主役 まちづくりに協力する人は、みんなが大切な人、つまり、みんなが主役です。 ナンサン

【協働銅賞】
川柳(上) 川柳(中) 川柳(下) 川柳に込めた思い ペンネーム

わらはんど じじばばおどおが みな主役 協働はみんなが当事者で主役であり、誰でもできる！と伝えたいと思ったため。 トイ✡プードル

【特別賞】

川柳(上) 川柳(中) 川柳(下) 川柳に込めた思い ペンネーム

素敵です 共に汗する まちづくり さりげなくみんなでつくる城下町 フーマー

川柳(上) 川柳(中) 川柳(下) 川柳に込めた思い ペンネーム

ボランティア はまって今や 生き甲斐に

弘前市が好きなので参加します。（特に桜とりんごが大好き）
自分が毎日頑張っていることと、協働のすすめについてを川柳にしました。私は６年間毎日
交番掃除（ボランティア）をやっていて、交番に花壇も作ってまちに貢献しています。弘前
市のみなさんも自分の特技や趣味をまちのために生かして下さい！

しゃんしゃん

川柳(上) 川柳(中) 川柳(下) 川柳に込めた思い ペンネーム

協働で みんなが主役の まちづくり 「みんなが主役」の住みよいまちになっていくといいなという強い思い しなやかーる

【協働金賞】

　市民生活部長賞

　市民協働課長賞

　市民協働課長補佐賞



「協働によるまちづくり川柳」応募作品一覧表

【入賞】
川柳(上) 川柳(中) 川柳(下) 川柳に込めた思い ペンネーム

町会長 みんなで体操 超快調
新聞記事で町会連合会の理事会で体操をしている記事を拝見しました。地域を支える元気な
方々への感謝の気持ちを込めて考えました。

Mr.鬼っ子

でぎるべが？ やってみるべし まず体験
ボランティア集会などに参加する人たちは何かしたいという気持ちが強い。その中で少しで
も不安を抱いている人には体験からと進めてみよう。自分の適性を自己判断できるようにな
る。

情事不祥事

声をかけ つなぐ心の 橋をかけ

身近な毎日顔を合わせる人たちには、挨拶・共通の話題・情報やらを話すことによって、何
かあった場合に助けてくれるという安心感が持てるし、気候変動やウイルスなどにも対処し
ていけるという、強い気持ちをもつことができる。お互いに、声かけをしましょう。という
思いです。

青龍

無理をせず やれる範囲で まちづくり
何事も無理をすると息切れするものです。無理せず、やれる範囲で行うことが長続きの秘訣
だと思います。

ジョニー・ゲップ

人と人 つなぎ歯車 動くまち
まちづくりには人と人のつながりが大切。一人では空回りしてしまうかもしれないが、色々
な人と連携し、それぞれの役割を果たすことで嚙み合いだし、大きな「まち」も動き出すと
思います。

クーピーしんちゃん

空き缶を 拾うだけでも ボランティア 道路に捨てられている空き缶を一つ拾うだけでもまちの美化 関　柳人

わだけだば でぎねえ事も おめどなら
この世には一人ではできないことが沢山ある。でも誰かと一緒ならと、その可能性を求める
なら協働スタイルが築ける。

情事不祥事

見守りも ながらでできる 地域のめ 東地区の協働による防犯活動始動に感謝して LEDアームバンド

共に生く 犬も参加の まちづくり 人口減少が加速していますがそれをものともせずみんなで街を活気づけたいです。 でこぽん

ポイ捨てを ホイと拾って 笑顔咲く ポイ捨てされたゴミを片付けたら街も人も笑顔になったことを詠んだ句 ゆうたんパパ

住む人が ふるさとにする まちづくり
協働によるまちづくりは、行政だけではなく、そこに住むすべての人が様々な関りを通し
て、取り組むことが何より大切だと思います。その結果、住むマチに対する愛着等が醸成さ
れていくものと考えます。

かばくんのかば

目を覚ませ シャッター内の 招き猫 商店街の活性化 井戸乃 蛙

助け合い 今日も生き生き ボランティア
少子化が進み、高齢者が増える時代において、みんなで助け合い、積極的に街の行事に参加
して、ひとりひとりが明るく伸び伸びと暮らせる街を未来へ繋げたいと思います。

やんちゃん

ボランティア 未来へつなぐ まちづくり
少子化が進み、高齢者が増える時代において、みんなで助け合い、積極的に街の行事に参加
して、ひとりひとりが明るく伸び伸びと暮らせる街を未来へ繋げたいと思います。

やんちゃん

足す力(＋力力力) 三者そろえば 協働だ 協働の協の字からヒントを得て作成しました。 ベベザエモン

待ちわびる 地域で作る ねぷたたち
新型コロナウイルス感染症の流行により、２年連続でねぷたまつりの合同運行が中止になっ
たのを残念に思っています。地域の絆によって制作、運行されるねぷたが弘前の夜を彩るの
を楽しみにしています。

ヤーレヤン

咲かせよう みんなの笑顔 弘前市
生まれ育った弘前市。弘前が世界に誇る桜を市民の笑顔に見立てて詠みました。市民皆が誰
かのために頑張るまち。相手の幸せを自分の幸せと感じれる人がたくさんいるまちになると
いいなぁ。

村人Ａ



「協働によるまちづくり川柳」応募作品一覧表

川柳(上) 川柳(中) 川柳(下) 川柳に込めた思い ペンネーム

まちのため 今日どうするか 考える
毎日少しずつでも、自分に何かできることはないかを考えて生活していくことがまちのため
になるのかなぁと思います。

桃島金太郎

気配りの 笑顔が弾む ボランティア 次世代に継ぐ取り組みボランティア活動で得るコミュニケーションを詠んでみました。 榊　夢

街作り みんなで作れば 壊れない 赤信号みんなで渡れば怖くない レディ馬場

ディスタンス 心は密で 街作り 心がつながっていることが大事 アントニオ馬場

膿を出し 知恵を出し合い 結果出す しがらみを越えて協力が大事 アントニオ馬場

協働の 輪と和で住みよい 町づくり
住民が自発的に協力し合い、役所も議会も積極的に住みやすい街づくりを推進することで成
果が上がるものと考えられます。

キャラメン

けんどっと 散歩ついでに パトロール 日課の散歩をする際、少しだけまちに変わった様子がないか見るようにしています。 ヒポポタマス

協働って？ まずはそこから 踏み出そう
協働って聞くとすごくむずかしそう・・・。
でもみんなで助け合うってことなんですね！

アヤセ ハルコ

協働で 笑顔の花咲く まちづくり みんなが「笑顔」になれるまちづくりを目指したい。 しなやかーる

協働で みんなが住みよい まちづくり 誰一人、取り残さないまちづくりを目指していきたい。 しなやかーる

おはようと 交わす笑顔に 満ちあふれ 協働によるまちづくりの成果は、暮らすみんなの満ちあふれる笑顔が証明する。 やーくん

一人じゃない いい町つくる みんなの手 みんなの手でいい町をつくっていきたい。 まご命

協働で 照る日曇る日 支え合う お互いが関心を持ちあうことが協働作業のスタート。そしてそれを継続することが大事 優しい母

ボランティア 絆をつなぐ まちづくり
少子化が進み、高齢者が増える時代において、みんなで助け合い、積極的に街の行事に参加
して、ひとりひとりが明るく伸び伸びと暮らせる街を未来へ繋げたいと思います。

やんちゃん

1人でも そのチカラがね 救うのよ
たった1人でも、その1人の力が誰かを救うかもしれない。1人が集まれば地域が生まれ大きな
力になる、をよんだ句。

うなぎ

防犯に 鍵より勝る 隣組み 個々人だけで防犯するのでは無くて、皆で協力して行います。 青メダカ

町会長 日々汗をかく ワイハ～と 町会は大変だ！！ ワイハー・ウォン・ゾンヴィ

足りねべよ いづでもけでやる わのパワー
津軽にはこんな気持ちをもっている人が多い？きっかけを提供できる仕組みを作れば、私で
もよければと現れる人がいるのかも？

情事不祥事

この街が 好きが始まり ボランティア ボランティア活動の動機はこの街が好きだから！ 宮のふみ

協働で 地域防災 加速する
弘前へは若い頃旅行しました。桜の季節ではありませんでしたが綺麗な街並みが記憶に残っ
ています。異常気象で大規模な災害が頻発しており街並みを守るため防災は加速させたいで
す。それには協働が絶対必要だと思います。

アカエタカ

町会の 活動かだって 超爽快 地域の人のために活動をすることは自分自身の気持ちも爽快になるものだと思います。 ベベザエモン

声かけ合い 知恵を出し合い 助け合う まちづくりには、声のかけ合い、知恵の出し合い　助け合い、が大切です。 ナンサン

みなの知恵 みなで相談 みなでやる まちづくりには　みんなの協力、つまり、みんなの知恵・相談・実行が、大切です。 ナンサン

自分にも 何ができるか 考える
地域のために、まずは自分には何をすることができるかを考えることが一歩目だと思い、詠
ませていただきました。

ジョニー・ゲップ



「協働によるまちづくり川柳」応募作品一覧表

川柳(上) 川柳(中) 川柳(下) 川柳に込めた思い ペンネーム

弘前の 市民はみんな ヒーローさ 市民こそが主役、弘前とヒーローをかけました アントニオ馬場

あわてるな 地道がやがて 街になる 車は急に止まれない、みたいな アントニオ馬場

町おこし 内の目外の目 相容れて
町活性化の要点としては、地域住民の目だけではなく、外部から町を見てもらうのも大切だ
と思います。

縄文現代

花植えて まちに彩り 添えてます

弘前市が好きなので参加します。（特に桜とりんごが大好き）
自分が毎日頑張っていることと、協働のすすめについてを川柳にしました。私は６年間毎日
交番掃除（ボランティア）をやっていて、交番に花壇も作ってまちに貢献しています。弘前
市のみなさんも自分の特技や趣味をまちのために生かして下さい！

しゃんしゃん

孫と子と ほめて ほめられ まちづくり 自分たちの活動が周りの人を笑顔にし、感謝の気持ちがわけばそれでヨシ のへ333

まちづくり 一人ひとりが プランナー
協働によるまちづくりは、行政だけではなく、そこに住むすべての人が様々な関りを通し
て、取り組むことが何より大切だと思います。その結果、住むマチに対する愛着等が醸成さ
れていくものと考えます。

かばくんのかば

ふるさとの 未来を創る まちづくり
協働によるまちづくりは、行政だけではなく、そこに住むすべての人が様々な関りを通し
て、取り組むことが何より大切だと思います。その結果、住むマチに対する愛着等が醸成さ
れていくものと考えます。

かばくんのかば

描きます 住みよいまちの 未来地図 市民・市役所・議会の三位一体 井戸乃 蛙

協働が 歩幅を合わせ 拓く道 同じ夢に向かって突っ走る 井戸乃 蛙

難題も 協働ならば 叶う夢 力を合わせれば実現できる 井戸乃 蛙

80歳 村で若者 旗を振る
若者は、教育、就職で村を出て行き、高齢者だけが取り残されて、里山を守り田畑を耕し、
空き家を守り、挙句お墓迄移されてはますます、立ち行かなりました。自治会もいくつもの
役を掛け持ち。

大和の雨蛙

「たまに」より 「ともに」活動 まちづくり みんなでともに活動することでよりよい街、住みよい街を目指したい。 のりのり

挨拶と 笑顔行き交う 城の街
暮らしの中でまず第一歩は挨拶です。そして笑顔あふれる街には助け合う心も育まれるので
は？

優しい母

小(ち)さき善 持続可能な 積み重ね

●SDGsに通じる。
●一日一善の精神に通じる。
●布施行(仏教の、ふせぎょう)に通じる。
●ふつうの市民が、日々無理せずにできる、ちょっとだけでも利他的な精神で街のために小
さくこころを砕くことの実践の積み重ねで。

みさご

ボランティア 汗と涙の プレゼント
ボランティアは大変な方々を救うと同時に、ボランティアの方の気持ちが心理的に救いにな
る。被害に遭われた方へプレゼントとなっている、と感じた句。

うなぎ

町づくり カモン！ヘルプ！ リンゴスター
若いころ青森に住んでいました。弘前ではありませんが、アスパムは青春のデートコースで
す！だから青森が好きです！！！

もえぴーの夫

防災術 知って安心 守って安全 家族の団欒時等を活用して防災活動を話し合う事が重要です。 長男ヒロタン

まず一歩 踏み出してみよう まちづくり まずやれることから少しずつやってみようという思いから投稿しました。 よっちゃん

町会長 ゾンビと格闘 ワイハ～と 町会は大変だ！！ ワイハー・ウォン・ゾンヴィ



「協働によるまちづくり川柳」応募作品一覧表

川柳(上) 川柳(中) 川柳(下) 川柳に込めた思い ペンネーム

あれ忍者？ よくよく見たら 町会長 町会は大変だ！！ ワイハー・ウォン・ゾンヴィ

ひとりだば いっぱだにみえで はんかくせえ
一人だけでやる気を出して立ち上がっても周りが同調しなければ変に思われてばかばかしく
なる。そんな思いをさせる前に周囲も話を聞き共有する気持ちを持とう。判断はその後でも
いい。

情事不祥事

できるとも 合わせりゃふくらむ 市民力 理想的ではあるが、現実は厳しい。 情事不祥事

ボランティア 手を取り合ったら 消毒を
災害時のバケツ渡しなどボランティア活動は協働色が濃くなるが、みんなでやる作業の前後
はこまめに手洗い、消毒をしよう。

情事不祥事

弘前の まちづくりには ねぷぢね 弘前といえば、ねぷた、今こそアピールをしてほしい、盛り上がりましょう 夢追い人

防犯は カメラ見守り あいさつで 子供の元気なあいさつに無事故でと思う。 りんごっこ

いい町は 香り笑顔が 溢れてる 今、マスク顔でこそこそしてる町の表情。誰か終息宣言出して。 ひねた猫

旗印の 功徳円満 マジ卍 弘前市の市章の卍のように、功徳円満な多くが幸せになるように願いを込めて。 近江菫花



「協働によるまちづくり川柳」応募作品一覧表

【佳作】
川柳(上) 川柳(中) 川柳(下) 川柳に込めた思い ペンネーム
誇らしく 語るまちなみ 物語 誇れる街並みにそれぞれの物語があると思います。 尊の君

さしツカエ ねーどうマチ 強づくり ときめきき

一人では 長いサジでは 食べられぬ
何事も一人では成し遂げられない。協力することで出来ることが増えることをイメージして
みました。

ベベザエモン

市と議会 わんどもかだって 助け合い 市、議会、市民の三者が一緒になってまちづくりすることをイメージしてみました。 ベベザエモン

ふるさとに 田圃アートの 花が咲き
まちづくり事業として街の偉人や景色を田圃アートとして残そうとすることが当地(応募者の
地元)でも活発になっています。

1刀両断

まちづくり 市民の笑顔 輝く明日 まちづくりで輝く市民の笑顔が明るい未来を築くようです。 1刀両断

鬼大師 田圃アートで まちづくり
まちのシンボルの良源大師（別名鬼大師）で疫神病除として町民一体となって田圃アーとり
くみます。（良源は元三大師とも呼ばれています）

1刀両断

ボランティア 支え合う汗 気持ちいい だいちゃんＺ！

ゴミ拾い ますます弘前 好きになる だいちゃんＺ！

まちづくり ねぶたの結束 みせるとき だいちゃんＺ！

ゴミ拾う 君をお岩木 見逃さぬ あなたの善行を岩木山はちゃんと見ています。 澄海
忘れずに きちんとこなす ゴミ当番 町内のゴミ当番をきちんとこなすことも大事なことである。 関　柳人
お隣りの 除雪サービス 気持ち良し 冬場、朝夕の除雪の際、お隣の玄関先だけでもサービスすればお互いに気持ちが良い。 関　柳人
弘前を 支え育む 助け合い 市民の一人一人の思いやりが良い街を作ってゆく。 ひなたわだ

まちづくり 誇れる故郷 弘前市 匿名希望①
待ちよりも 三者MATCHで 街作り 街の語呂合わせで街作りを表現 レディ馬場
市民、議会 市役所、密で 街作り 密で協働を表現 レディ馬場
期待込め 心を込めて 街作り 心こそ大事 レディ馬場

地区活動 人に頼られ 生きる糧
人から頼られるということは、自分の存在が認められているということで、やり甲斐が出て
きます。

縄文現代

町内会 幼なじみで 決まる役 町内会の役員はなり手がなく、結局お互い幼なじみの顔ぶれで決まります。 縄文現代
町内会 防災で芽吹く 連帯感 町内会のお互い知らない同士でも、防災訓練で連帯感が生まれます。 縄文現代

果物（くだもの）と 優しい声を おすそ分け
近所付き合いをうまくやっていくためには、日常のコミュニケーションが大事だと感じてい
ます。多めに取れた果物と、何気ない会話でお互い笑顔になることを詠みました。

ドン・小東

協働で より増す弘前 市の魅力

弘前市が好きなので参加します。（特に桜とりんごが大好き）
自分が毎日頑張っていることと、協働のすすめについてを川柳にしました。私は６年間毎日
交番掃除（ボランティア）をやっていて、交番に花壇も作ってまちに貢献しています。弘前
市のみなさんも自分の特技や趣味をまちのために生かして下さい！

しゃんしゃん

ありがとう 子や孫 笑顔 まちづくり 自分たちの活動が周りの人を笑顔にし、感謝の気持ちがわけばそれでヨシ のへ333
リンゴ食べ 行事でチョウ（腸・町）内 活性化 どちらも活性化させたいものですね。 瑠珂
ゴミ拾い 綺麗な街に 金メダル よく頑張っている所には、本当にあげたい。 瑠珂
推し活だ いざ人流を 協働へ 人流を協働へ向かわせる事が私の推し活。 瑠珂
愛あらば 町会のため 草むしる 住み心地がいい津軽の弘前（古都）。人々の優しさにこころうたれて・・・ 匿名希望②
ゴミ拾い 天の声して われ励む 住み心地がいい津軽の弘前（古都）。人々の優しさにこころうたれて・・・ 匿名希望②



「協働によるまちづくり川柳」応募作品一覧表

川柳(上) 川柳(中) 川柳(下) 川柳に込めた思い ペンネーム
わが友の 奉仕の心 優しい美 住み心地がいい津軽の弘前（古都）。人々の優しさにこころうたれて・・・ 匿名希望②

ゼラニウム 咲くコミュニティ なかよし会
弘前市泉野コミュニティで花だん作りのボランティアをしています。今年は元気な子供達を
イメージして赤いゼラニウムを植えてみました。

斎藤　けい子

街道の 脇に花壇で 美化整備
車でバイパスなどを走っていると、時々見かける花の歓迎、どの市町村にもあればいいと思
います。

つがる･ヤサブロー

住みやすい 街は輪と和で 助け合い
住民が自発的に協力し合い、役所も議会も積極的に住みやすい街づくりを推進することで成
果が上がるものと考えられます。

キャラメン

この町が 好きで落ちてる ゴミ拾う
住民が自発的に協力し合い、役所も議会も積極的に住みやすい街づくりを推進することで成
果が上がるものと考えられます。

キャラメン

わが町と 思えばできる 自治の会 風鈴おのこ
わが町と 思えば拾う 道のゴミ 風鈴おのこ

思いやる 心を貯めて まちづくり
弘前市はお互いを思いやる心遣いがさりげない形で存在している町のように感じます。城下
町の佇まいの中、住む人の心に醸成されている空気を大切にしてまちづくりを進めたいもの
です。

トシ兄ちゃん

笑み溢る（あふる） 素晴らしきまち 弘前市 老若男女みんなが手を携え、笑顔が溢れるまちになって欲しい。 川柳和尚
ボランティア ほんのささいな 思いやり 大げさでなくちょっとした気持ちが大事 じんじゃーず

協働で 命と暮らし 守りぬく
協働によるまちづくりは、行政だけではなく、そこに住むすべての人が様々な関りを通し
て、取り組むことが何より大切だと思います。その結果、住むマチに対する愛着等が醸成さ
れていくものと考えます。

かばくんのかば

自助共助 地域に根づく コミュニティー
協働によるまちづくりは、行政だけではなく、そこに住むすべての人が様々な関りを通し
て、取り組むことが何より大切だと思います。その結果、住むマチに対する愛着等が醸成さ
れていくものと考えます。

かばくんのかば

まちづくり いい仲間でき 友づくり 匿名希望③
好きな町 だから率先 ゴミ拾い ゴミひとつないまちづくり 井戸乃 蛙
子や孫へ 夢ある未来 つくる町 子ども達のために住みよいまちづくり 井戸乃 蛙

SDGs エコに取り組む 町ぐるみ 時流に乗った環境活動 井戸乃 蛙
日頃から 声を掛け合う 自主避難 防災意識の高揚 井戸乃 蛙
災いを 未然に防ぐ 結束力 危機管理による三者の防災強化 井戸乃 蛙

市役所と 議会が活かす 民の声 市民の声に耳を傾ける 井戸乃 蛙
ゴミ拾い 小さな一歩 大きな夢 「ゴミ拾い」も、みんなで力を合わせれば、大きな夢を実現していける。 しなやかーる

見守り隊 笑顔の花咲く 通学路 通学を見守る人々、日々、本当にごくろうさまです。 しなやかーる

明日へと 託す我らの まちづくり 協働により次世代へ託すまちづくりを願います。 やーくん

協働の 原石キラリ まちづくり
協働に参画する方々がまるで原石のように将来を見据えて輝くまちづくりをすることにな
る。

やーくん

半寿者 音頭を取る 過疎の村
若者は、教育、就職で村を出て行き、高齢者だけが取り残されて、里山を守り田畑を耕し、
空き家を守り、挙句お墓迄移されてはますます、立ち行かなりました。自治会もいくつもの
役を掛け持ち。

大和の雨蛙

町作り こんな年でも 役立って こんなに年をとっていても、町作りの為に役立つのだ 浪花のミトコンドリア

町作り こんな楽しい もの見つけ 町作りがこんな楽しいものだとはびっくり ピコ



「協働によるまちづくり川柳」応募作品一覧表

川柳(上) 川柳(中) 川柳(下) 川柳に込めた思い ペンネーム
共同で 良い街作り 協働で 出来れば、多くの人が協力出来ればいいと思います。 チョコ

皆でする 和と輪が広がる ボランティア
みんなでボランティアに取り組めばコミュニケーションすることで輪が広がり、団結力も強
まる。すると、災害時にも助け合える。

のりのり

人づくり りんごづくりに まちづくり 多賀二郎
まちづくり サポートするは 岩木山 多賀二郎
笑う日を 夢に見ている 岩木山 多賀二郎

まちづくり 街の空気を 入れ替える 多賀二郎
まちづくり 白紙の地図が 届く朝 多賀二郎

皆して 住みよいまちを 作りましょ 多賀二郎
まちづくり 老いも若きも けっぱれー 多賀二郎
あずましい 協働作業 輪が励み 多賀二郎
未来図を 描いてみたい 協働で 多賀二郎
名物を 作り出す今日 まちおこし 多賀二郎

声かけで 散歩しながら ゴミ拾い
少子化が進み、高齢者が増える時代において、みんなで助け合い、積極的に街の行事に参加
して、ひとりひとりが明るく伸び伸びと暮らせる街を未来へ繋げたいと思います。

やんちゃん

ゴミ減らし 街も笑顔も 輝かせ
少子化が進み、高齢者が増える時代において、みんなで助け合い、積極的に街の行事に参加
して、ひとりひとりが明るく伸び伸びと暮らせる街を未来へ繋げたいと思います。

やんちゃん

支え合い ひとりひとりが 幸せに
少子化が進み、高齢者が増える時代において、みんなで助け合い、積極的に街の行事に参加
して、ひとりひとりが明るく伸び伸びと暮らせる街を未来へ繋げたいと思います。

やんちゃん

協同で 持続可能な まちづくり
少子化が進み、高齢者が増える時代において、みんなで助け合い、積極的に街の行事に参加
して、ひとりひとりが明るく伸び伸びと暮らせる街を未来へ繋げたいと思います。

やんちゃん

”おはようを” まちに広げて 輪を作り 未央柳
子育てに ダック組んでる 地域の輪 未央柳
ごみ拾い 肩書捨てて よーいドン 未央柳
日曜日 全員掃除で 顔合わせ 未央柳

人海の うねりで灯す ボランティア
ボランティアの力で、災害の爪痕に灯をともしたり、掻き消している状況を詠みま
した。

チュン子すずめ

人海の 波で掻き消す 爪の跡
ボランティアの力で、災害の爪痕に灯をともしたり、掻き消している状況を詠みま
した。

チュン子すずめ

助け合う 気持ちが救う 地域愛 地域が互いを知り、助け合う事で、更に地域愛へつながり、地域愛が育つ、をよんだ句。 うなぎ

協働が 福と幸呼び 民が活き 人と人との絆、人を思いやる気持ちを詠いました。 タナカマーチャン

協働が 福と幸呼び 街が活き 人と人との絆、人を思いやる気持ちを詠いました。 タナカマーチャン

助け合う 気持ちが福呼び 幸を成す 人と人との絆、人を思いやる気持ちを詠いました。 タナカマーチャン

助け合う 心が福呼び 幸を成す 人と人との絆、人を思いやる気持ちを詠いました。 タナカマーチャン

町づくり 早く出てこい リンゴスター
若いころ青森に住んでいました。弘前ではありませんが、アスパムは青春のデートコースで
す！だから青森が好きです！！！

もえぴーの夫

雪林 檎魚ピカピカ 光ってる
若いころ青森に住んでいました。弘前ではありませんが、アスパムは青春のデートコースで
す！だから青森が好きです！！！

もえぴーの夫



「協働によるまちづくり川柳」応募作品一覧表

川柳(上) 川柳(中) 川柳(下) 川柳に込めた思い ペンネーム
ゴミ拾い みんなでしあって いい町に 弘前市をいい町にしたい。 根本中堂

留守にする 一声掛ける 両隣り 地域の助け合いにより防犯を推進する 小桜なちゅちゃん

一家から 街中集う 自治活動 一つの家族から街全体の取組活動に発展させる 小桜なちゅちゃん

ゴミ拾い 終えてスッキリ 秋の空 みんなで協力してゴミ拾いが終えた感触を詠みました。 青メダカ
団欒の 一時咲かす 町防災 家族の団欒時等を活用して防災活動を話し合う事が重要です。 長男ヒロタン

広い先（弘前） いじめや差別 ない街に 匿名希望④

つがる富士 りんご笑顔を 全国へ 

わたしの毎年のお歳暮は、弘前市りんご園のリンゴです。受け取りてが「りんごってこんな
にうまかったのか」と言ったのが始まりでした。後年、吉永小百合さんの『鶴の舞橋』のポ
スターを観て絵ごころ仲間でスケッチに出かけました。よかった！！！
岩木山・鶴の舞橋・弘前リンゴ・・・
・・ひろさきごころ・・　応援してます

新左

コロナ禍の 終息願う ねぷたかな 町会は大変だ！！ ワイハー・ウォン・ゾンヴィ

町内の 絆深まる ねぷたかな 町会は大変だ！！ ワイハー・ウォン・ゾンヴィ

明日を見て 協働しなけりゃ すげねえな 理想や理念を掲げても協働の実践が伴わなければさみしいものだ。 情事不祥事

じょっぱりだ おめど組んだきゃ じゃわめぐじゃ
頑固な人間ほどぶれない。そういう人と一緒に目標に向かって取り組めば自分も安心してそ
の気になりワクワクしてくる。

情事不祥事

雪をかき 鼻水ぬぐって ボランティア
寒い冬の雪かきボランティア。ついつい夢中になり鼻水をぬぐってでも作業を続けてしま
う。ボランティアの力ここにあり。

情事不祥事

内定は ボランティア活動で サクラサク
面接で熱く語れたボランティア活動。その意気込みが就職内定に繋がったこともあると聞
く。

情事不祥事

「今日どう？」と 目ヂカラ頼りに 声かける
マスク越しでは相手の顔は目元しか見えない。その眼力だけ感じてその気があるものと期待
し誘うこともあるだろう。ボランティア活動にしても、あるいは個人的な食事の誘いにして
も。

情事不祥事

コロナ禍も 桜祭りに 励まされ コロナよ、早く立ち去れ 津軽の鬼コ
助け合う あずましいまち 弘前は 岩木山と桜とりんごと思いやりのまち 弘前愛子

ボランティア 明日も生きよと 問いかける ボランティアって人を勇気付けるのも仕事。 ひねた猫
ごみ拾い 気持ちいいほど 空気澄む まだまだごみがちらっかって居る。 ひねた猫
ゴミ拾い 見上げりゃいつより 青い空 きれいになるってすがすがしいものですね。 宮のふみ
ボラ参加 わたしの街に なってゆく 積極的に関わることで一層大好きな街になります。 宮のふみ

ひっそりと 幸せ祈るも 協働者 かつて自治会の消防部で経験した２年は貴重でした。 マリーちゃん

協働は 時にうるさい 奴もまぜ かつて自治会の消防部で経験した２年は貴重でした。 マリーちゃん

ふるさとは いつも心の 拠り所 素人
ふるさとを 良くするために 汗をかく 素人
ふるさとは 人の絆の 濃いところ 素人
ふるさとの 未来見据えて 知恵しぼる 素人
まちづくり 次の世代に 渡すため 素人

弘前の 宝市民の 郷土愛 素人
今年こそ ねぷた担ぎに 帰らんと 素人



「協働によるまちづくり川柳」応募作品一覧表

川柳(上) 川柳(中) 川柳(下) 川柳に込めた思い ペンネーム
思いやる 心で今日も まちづくり 素人

手入れ良き 林檎の木には 林檎の実
何らかの結実には地道な段取り等がいる。しっかり手入れした林檎の木に林檎が実るよう
に。

近江菫花

優しさに 町中が繋がる 津軽
町づくりの基本は人の安心や優しさかなと思う。津軽は繋がっているというワンチーム感を
下句に込めて。

近江菫花


