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ご 挨 拶

「明るい希望の持てる
未来へ地域経済を誘導」
会頭
平成２７年の輝かしい新春を迎え、謹んでお
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NO. 690

永澤

弘夫

弘前市長

葛西

憲之

極めつつ「建議活動の強化」、
「まちそだての推

平成２７年の新春を迎え、弘前商工会議所会員

進」、
「中小企業支援の強化」、
「組織と財政基盤

の皆様に、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

昨年のわが国経済は、アベノミクス効果によ

の強化」の四つの柱を基本とした２期目の中期

昨年は、４月の消費税率引き上げに伴う駆け

り多くの経済指標が改善を示すなど、全体とし

行動計画に基づく諸事業を展開してきたところ

込み需要の反動や円安の進行に伴う物価上昇等

ては回復の道をたどりながら、２０年続いてい

であります。

により消費が低迷し、地域経済全体が大きな影

慶び申し上げます。

るデフレを徐々に脱却しつつあるところであり
ます。

特に、国立大学法人弘前大学との連携に関し

響を受けた年でありました。

ましては、昨年、弘前大学が基金を設置しての

基調としては緩やかに持ち直してはいるもの

しかしながら、地方経済及び当地域におきま

地域におけるグローバルな人材の育成を目指す

の、消費税増税後の景気の足踏みは予想外に長

しては、長期にわたるデフレの影響による疲弊

こととしたことから、当商工会議所としても趣

引いており、依然として先行きは不透明な状況

感が強く、依然として厳しい状況が続いたとこ

旨に賛同、弘前市の合意も得て三者連携により

にあります。

ろであります。

事業の推進を図ることといたしました。

こうしたなか、昨年１２月の衆議院議員総選

こうした中、市では、昨年５月に策定した「弘

挙の結果は、安倍政権に対する国民の高い評価

そして、このたびの「学都ひろさき未来基金」 前市経営計画」に基づき、地域を牽引する産業
には、おかげさまで広く会員事業所のご協力を の育成や起業・創業に向けた支援体制の整備の

と安定した政権による強力な政策実行への期待

いただくことができており、引き続き、地元経

ほか、消費者ニーズに対応した魅力ある商業地

を反映したものでありました。

済界をあげて支援して参りたいと考えており

域の形成など、地域経済の再生に向けた施策を

ます。

地元経済界と連携しながら積極的に展開してま

政府には、安定政権でなければ実行できない
痛みを伴う政策を断行し、日本の明るい未来へ
の確かな道筋を示してほしいものです。

新しい年を迎え、本年は戦後７０年という節

いります。

目の年でもあります。当商工会議所といたしま

さらには、今後急速に進む人口減少問題を最

そして、特に安倍政権が今回の選挙において

しても、地域経済を早期に明るい希望の持てる

重要課題と捉え、安定した雇用の確保と市民所

示した、「力強い景気対策と経済の好循環の全国

未来へ誘導することができるよう、弘前市、弘

得の増大を図るとともに、若者の転出を抑制し、

各地への波及」、
「中小企業・小規模事業者に対

前観光コンベンション協会、弘前市物産協会を

転入を促進することにより定住人口の増加が図

するきめ細かい支援」、
「地方創生と総合的な少

はじめ関係機関との連携を密にしながら、「地

られるよう、市民の力と知恵を結集し、「オール

子化対策」、
「震災復興の加速と安定的かつ低コ

域を先導する弘前商工会議所」を目指して邁進

弘前」体制で持続的な発展を目指してまいりた

ストのエネルギー需給構造の確立」、
「持続可能

していく所存でありますので、皆様方の一層の

いと考えております。

な社会保障制度の確立」などの各政策が、速や

ご支援とご協力を賜わりますよう重ねてお願い

かに実行されることを強く期待するものであり

申し上げます。

ます。
さて、会頭就任２期目の最初の年となる昨年

本年が皆様方にとりまして
最良の年となりますことを

どうか、弘前商工会議所の皆様におかれまし
ては、今後とも、当市経済界のリーダー役とし
て、地域経済活性化のため、ご尽力を賜ります
ようお願い申し上げます。

におきましては、引き続き「地域を先導する弘

祈念申し上げ、年頭の

終わりに、弘前商工会議所並びに会員の皆様

前商工会議所」を目標に掲げて、前任期におい

ご挨拶といたします。

にとりまして、幸多き年となりますことを祈念

て取り組んできた諸事業の成果と進捗状況を見

申し上げまして、新春のご挨拶といたします。
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～経 歴～

ゲスト

盛

和春 氏

【櫛引委員長】
（司会）

新春座談会出席者（敬称略）

弘前市出身。
青森県立弘前高校卒業後、東京都内の大学
へ進学。
大学院を修了後、建築設計事務所を経て大
手広告代理店「 ㈱ 電通 」に。
電通では、’
８８青函博などの博覧会や東
京・汐留地区再開発事業などの大規模プロ
ジェクトに数多く携わる一方、地域ブラン
ディングや地場産業等のＰＲも手掛けられ
てきました。
その手腕を買われ、平成２６年１０月１日付
けで、弘前市都市環境部理事兼ひろさき魅
力プロデュース室長に就任されました。
に答えていただく形で進めていきたいと思いま

新年あけましておめでとうございます。

す。まず、山口委員いかがですか。

本日は「魅力あふれる弘前とは」と題し、

【山口委員】

〈ゲスト〉
弘前市都市環境部理事・
ひろさき魅力プロデュース室長
盛
和春
〈企画・進行〉
弘前商工会議所広報委員会
委 員 長（司会）

櫛引

利貞

副委員長

齋藤

良雄

委

員

小山

悟

委

員

山口

道子

委

員

三浦

利吏

ことにしました。

～ 現在取り組まれている仕事について ～
【司会】

昨年１０月１日付けで弘前市都市環境部理事 兼

はい。前職を離れて、今回弘前市の職を引き

ひろさき魅力プロデュース室長に就任された盛

受けてみようと思われたきっかけは何だったの

和春氏をゲストにお招きして、弘前の魅力や今

でしょうか。

齋藤副委員長はお聞きしたいようですね。

後手掛けられる様々な事柄について大いに語っ

【盛理事】

【齋藤副委員長】

ていただきたいと考えております。
盛様、改めましてご就任おめでとうござい
ます。民間企業から公務員に転身されて３ヶ
月が経過しましたが、市役所の業務には慣れま

もともと、ある年齢が来たら弘前に戻って、

はい。吉野町緑地の利活用について、今後ど

私にできることがあれば、お手伝いしたいとい

ういう方向で進めていかれるのか、お聞きし

う漠然とした気持ちはありました。

ます。

電通というと華やかなイメージがあるかと思

したでしょうか。

いますが、私がいたセールスプロモーション部

【盛理事】

門は販促イベントや展示・博覧会など労働集約

皆さま、あけましておめでとうございます。

型のプロジェクトを専門にしており、大都市圏

そして、今日ここにお招きいただきありがとう

の企業だけでなく全国の地方自治体の地域活性

ございます。

化事業やシティプロモーション事業なども数多

昨年の１０月１日付で弘前市役所に入ること

く手掛けていました。

ふ かん

民間から公務員ということで、入ってみると勝

そんなこともあって、地方から日本を俯瞰す
る機会も多く、９０年代半ばから後半にかけての

手の違うことがいっぱいあり、最初、民間では

バブル崩壊、２１世紀に入ってリーマンショック

聞くことのない役所用語とか決済のルールなど

と経済不況が続きましたが、いわゆる「失われ

を覚えるのに四苦八苦しました。

た２０年」の影響は地方ほど大きく、大都市圏

になり、約４０年ぶりに弘前に帰ってきました。

ちょっとわかるようになった昨年末から市議
会対応や来年度の予算編成に向けた資料作りに
関わるようになり、今ようやく公務員としての
第一歩を踏み出したという感じですね。

～ 今回の仕事を引き受けたきっかけ ～
【司会】
では、ここからは広報委員の皆様からの質問

盛理事が現在取り組まれている仕事について、

との格差が広がっていく様を見て暗い気持ちに

齋藤

なっていました。
そんなとき、追い打ちをかけるように東日本
大震災が起きました。遅れ遅れになっていく被
災地の復興に携わりながら、地域の再生のため

良雄 副委員長

【盛理事】
ひろさき魅力プロデュース室の主たるミッ
ションは２つあります。

に何かしなければとの思いを強くしていたとこ

１つは、弘前公園の石垣修理ＰＲ事業です。

ろに、ふるさとである弘前市役所から声をかけ

石垣修理の際に天守を曳屋するのですが、そう

ていただきましたので、二つ返事でお受けする

すると一番のフォトスポットである下乗橋から
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天守が見えなくなります。その観光的なマイナ
スをどうやってプラスに変えていくか。今年か
ら、天守の曳屋や石垣の工事が本格化します
が、それ自体を観光の目玉資源として仕立てら
れないか、といったことを検討しています。

赤レンガ倉庫

～弘前城石垣修理事業～
弘前城本丸の石垣は現在、外側に膨らむ

います。

～ これまでの経験談 ～

ただ、東京・汐留に完成した新社屋は延べ床

【司会】

面積２３万平米（東京ドーム５つ分）もある一つ

「はらみ」と呼ばれる現象が見られ、大地

盛理事はこれまで１９８８年の青函博や東京・

震などが発生した場合、崩落する危険性が

汐留地区再開発事業等の大規模なプロジェクト

指摘されています。

に携わってこられましたが、それに関して山口

そのような状況を改善するために、弘前
市は弘前城跡本丸石垣修理委員会を組織
し、検討を重ねた結果、天守真下から本丸
東面にかけての一部、約１００メートルと南
面約１０メートルを修理することとなりま
した。

の街のような建物で、自己満足ではないですがや
っていてとても充実感を感じた仕事でした。

委員、お聞きしたいことがあるそうですね。
【山口委員】
はい。前職でやってこられた仕事の中で、達
成感があったものや、失敗して辛かったことな
ど、思い出に残っている仕事がありましたらお
聞きしたいと思います。

それに伴い、平成２７年５月中旬頃から
曳屋工事の準備に入り、高さ１４．
４メート
ル、総重量約４００トンの弘前城（天守）が
約３ヶ月かけ移動します。
天守台付近の石垣が完成し、天守を曳き

盛理事がプロジェクトに
携わった電通新社屋

戻すまでに約５年、全体の完成には約１０
年かかる見込みです。

また、沖縄ではリゾートホテルの開発プロジェ
クトに携わりました。このプロジェクトでは、

そして２つ目が、吉野町緑地の利活用です。

全く白紙の段階から参画させてもらえました。

弘前市内はこれまでも歴史的な景観に配慮しな

誰をターゲットにするか（＝富裕層）、どういう

がら街づくりが進められてきていると思います。

コンセプトがいいか（＝琉球の源流）、という最

吉野町緑地のすぐ横には赤レンガ倉庫が残って

も川上にあたる企画から、それを体現する建築

山口

いますが、改めて調べてみますと、日本で初め
てシードルを生産した工場だった歴史的な建物

道子 委員

【盛理事】

や内装のデザイン、さらには必ず感動させるゲ
ストサービスの考案、リピーター確保の奥義の

ですし、近年では、全国から多くの人を集めた

辛い仕事というのは、私にはあまりなく、と

奈良美智さんの展覧会が行われたり、市民にと

にかく何でも楽しんでやっていました。失敗と

っては「街の記憶」とも言えるシンボルのよう

いうより、途中でぽしゃった仕事はたくさんあ

電通新社屋の次に手掛けたプロジェクトです

な場所だと思います。

りますが、それらについては内緒にしておき

が、満足感は圧倒的にこちらの方がありました

ます。

ね。プロジェクトのメンバー全員から「このプ

この場所の利活用を検討していたところ、た

提供、そして一番川下の開業プロモーションま
で、全てを任せていただきました。

またま国交省の先導的官民連携支援事業の補助

苦労したという意味では、「電通新社屋プロ

金をいただけましたので、周辺も含めた街づく

ジェクト」が挙げられます。５年半にわたり、

感謝されましたし。

りにどう活かしていくべきかを検討していると

都市計画から建築設計、工事監理、そしてオフ

ころです。

ィス家具等の調達まで全ての責任者を務めまし

～ 参考事例の紹介 ～
【司会】

ロジェクトのおかげで貴重な経験ができた」と

個人的には弘前が「人の歩く街」に戻って欲

た。通常の仕事では、クライアントは民間企業

しいと思っていまして、その起点になるような

や自治体等なのですが、この仕事のクライアン

盛理事はこれまでいろいろな仕事を手掛けら

街づくりを、ここにいらっしゃる皆さまとも

トは「社長」であり「社員全員」でしたので、

れてきましたが、他の地域で弘前の参考となる

いっしょに考えていければいいですね。

ふつうとは違う変な緊張感があったのを覚えて

ような事例がありましたらご紹介していただき
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たいと思います。

とは言え、地域や商店街によって事情が違い

とか既存のイベントなどとテーマや時期を合わ

ますので、一概にこのやり方がいいとは言えま

せていっしょに行うといった連携、連動が大事

せんが、非常に興味深い事例だなと思いまし

だと思います。市やＮＰＯなどの関係機関にも

たね。

呼びかけて、コラボ企画を組むなど、いろいろ

～弘前のまつり・イベントについて～

トライしてみてはいかがでしょうか。

【小山委員】

【三浦委員】
これから弘前の人口はずっと減り続けていく

弘前のいわゆる四大祭り（さくらまつり・ね

と予想され、消滅するイベントもかなり出てく

ぷたまつり・菊と紅葉まつり・雪燈籠まつり）

るだろうと思いますが、この「少子化対策」と

など、まつり・イベントのコンセプトはどのよ

いう課題については盛理事ご自身、どのように

うにお考えですか。

お考えですか。または、どのように取り組んで
いきたいと思っていますか。
【盛理事】
人口減少は地方、地域に共通する大きな課題

櫛引

利貞 委員長（司会）

だと思います。現在、市では「住みたいね

【盛理事】

ＨＩＲＯＳＡＫＩ」というプロジェクトが動いていて、

私が幼い頃は、土手町はとても賑わっていて

Ｕターン、Ｉターンや２地域居住などに関心の

まさに「東北を代表する商店街」というイメー

ある若者や子育て世代に向けたＰＲ戦略を検討

ジでした。今、土手ブラをしている人はほとん

しています。

ど見かけなくなって、ちょっと寂しく感じてい

市内に点在する空家も問題になっていますが、

ます。せっかく吉野町緑地の利活用事業をする

例えば、移住してくれる人たちに空家をアパー

のであれば、それが土手町や鍛治町などとの間

ト程度の家賃で提供することができれば、二つ

に人の流れを生むきっかけにして、街歩きする

の課題を同時に解決できるのではないか、とい

市民や観光客を増やしていければと思ってい

ったことなどいろいろ考えていますよ。

小山

ます。
いわゆる街なかに元気を取り戻す手法や事例
を調べていましたら、香川県高松市の丸亀町の

悟 委員

【盛理事】
私も１９歳まで弘前にいましたので、四大祭

やり方がとても参考になりそうだと思いました。 りまでは知っています。それから少ししてカル
丸亀町の商店街は約５００ｍあるのですが、も

チュアロードが始まったかなという感じですが、

ともと土手町と同様、個々別々に営業するお店

確かに、弘前はお祭りやイベントが多いです

が並んでいる商店街でした。そして、ご多分に

よね。

漏れず、人口減少や中心市街地の空洞化などの

四大祭りは弘前のお祭りの歳時記として定着

煽りを受けて破たんするお店も出始めたときに、 していますが、ただ、その他にもいろいろなイ
商店街振興組合が立ち上がって、組合主導で街

ベントがあって、目先を変えてより幅広い誘客

づくり会社を設立し、不動産開発の手法（定期

をしようとしているのでしょうけど、それにし

借地権）を使って個々の商店主から土地を借り

てもちょっと多すぎる気がします。

上げ、全く新しいショッピングモールに作り変

前職で地方によく行っていましたが、地域資

えたのです。全体を一体的に経営して成功を収

源がほとんどないところばかりで、何かないか

めている、稀有な事例だろうと思います。

見つけるところから始めるのですが、弘前は逆

三浦

にあり過ぎますね。お祭りやイベントに限らず、

～ 今後の展望について ～

お店をやっていたときよりも多い賃料収入を得

例えば、りんご・お城・フレンチ・珈琲など、

【司会】

られるので、土地の所有にこだわる人が多い地

「弘前」の前に付けられているキャッチコピー

方向き手法かもしれません。

がさまざまで、外の人から見て「いったい何の

個々の商店主は土地を手放さなくてもよく、

利吏 委員

ご自身の今後の展望についてお聞かせくだ
さい。

まち？」と思われていないか心配なくらいです。 【盛理事】
先にご紹介したミッションは何としてもやり
【三浦委員】

〈高松丸亀町商店街〉
先進事例として視察
希望者が後をたたない

吉野町緑地は弘前造園組合で指定管理者をや

遂げたいと思っています。その上で、弘前を昼

っており、指定管理者は、自主事業・指定事業

夜関係なく、いつ行っても人が歩いている街に

というのがあり、必ず何かイベントをやらなけ

戻したいという夢を抱いています。

ればならないのです。春には花を配ったり、ち

弘前に戻ってくる直前に、筑波大学の先生を

ょっとしたイベントを企画したりと市民の方々

中心に「人が自然に集まってくる場」について

に足を運んでもらうために色々と工夫をしてい

勉強会をしていたのですが、持続的に人を集め

るのですが、なかなか人が集まらないような気

る最もシンプルな装置はレジャーシートとかイ

がします。

スといった「座れる場」じゃないかというとこ

【盛理事】

ろに行き着きました。

おそらくＰＲ不足なのではないでしょうか。
単独、単発で行うのではなく、他の同種の施設

【小山委員】
どのような意味ですか。
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【盛理事】

この公園を真似するというわけではないので

いろんな都市を研究していて、歩いて楽しい

すが、実は今、「どこでも座り場プロジェクト」
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【司会】
土手町を「人が集まる公園化」するというこ

街には必ず「一人称的な場」があると彼は言う

とか「みんなのイスプロジェクト」といったタ

とですね。

のです。

イトルの実験的な場づくりイベントを吉野町緑

【盛理事】

一人称的な場というのは、自分の部屋のよう

地や土手町でやれないか、筑波大の先生にも入

まさにそういうことです。

に、好きな時に、好きな位置で、好きな方向を

ってもらって、弘前商工会議所青年部や弘前青

今は、みんな車で出歩くようになってしまっ

向いて座れる場のことを指すのですが、例えば、 年会議所の何人かと作戦を練っています。是非
買い物の合間にちょっと一休みできたり、一人 この機会に皆さんも一枚噛んでください。

て、街の使い方、楽しみ方を忘れてしまってい

で読書や友達との会話で時間が過ぎるのを楽し

ちなみに、ガーデンチェアを家具専門サイト

めるような自由な場であれば、人はそこに自然

で探してみましたら、１脚２～３千円で買えるの

に集まってくるものです。ときにはそこでスト

です。１人１万円出してもらえると３～４脚買え

リートパフォーマンスやミニコンサートが始ま

ます。１００脚くらいで始めたいと思っています。

るのではないかと思います。

ハロウィン開催時には土手町が
多くの人で賑わいました
街にはいろんな楽しみ方があることをもう一

座談会の様子

度みんなに思い出してもらえるような実験イベ

ったりもするでしょう。
一人称的な場を作り出すために大層な装置は
要りません。公園の芝生広場のような場所です

【小山委員】
海外へ行けばオープンカフェがほとんどです
ものね。

とレジャーシートがあればいいですし、街中で

弘前も昔は、外で食べながら歩くと行儀が悪

すとガーデンチェアのような自由に動かせるイ

いと言われたものだけれども、今はもうイスが

スさえあれば、いつでもどこにでもすぐにそん

あれば座ってそこで食べますね。

な素敵な場を作り出すことができるのです。

ントを通じて、あるいはまた、吉野町緑地の利
活用事業や石垣修理ＰＲ事業などでも人で賑わ
う街づくりを考えていきたいと思っています。
【司会】
本日は弘前市都市環境部理事兼ひろさき魅力
プロデュース室長の盛和春氏をゲストにお迎え
し、様々なお話を伺ってまいりました。

実はニューヨークにある「ブライアント・

これから取り組まれていく弘前城石垣修理事

パーク」という、日本で言うと日比谷公園のよ

業や吉野町緑地の利活用について、今後さらに

うなオフィス街に囲まれた公園があるのです

注目していきたいですね。

が、この公園ではＮＰＯが折りたたみ式のガー

また、ご自身の経験談を基にした参考事例の

デンチェアを無料で貸してくれるので、平日の

紹介など、普段めったに聞けないような貴重な

昼休みはランチするビジネスマンとＯＬで、休

お話も聞くことができ、広報委員一同、大変勉

日はピクニック気分で訪れる市民でいつも満杯

強になりました。

になっています。そんな公園、日本では一つも

２０１５年は市内商工業者それぞれが弘前市の

ないはずです。

経済振興に取り組み、明るい１年となることを
祈念いたしまして、本日の座談会を終了いたし
ます。本日はありがとうございました。
＜ブライアント・パーク＞

休日には様々なイベントも行われています

～ ブライアント・パーク ～
ニューヨーク・マンハッタンにある公

園。ミッドタウンのオフィスビルに囲まれ
た中で緑の多いこの公園は、周辺の企業に
勤めるビジネスマンや観光客の憩いの場と
＜ブライアント・パーク＞

ビジネスマンでにぎわう平日

なっており、年間を通じて多くの人が訪れ
ます。

この公園では、ベンチではなく自由に持

ち運びできるイスが置かれ、平日は休憩す
るビジネスマンやＯＬで、休日はピクニッ
クを楽しむ家族連れで賑わっています。

今日では、この公園だけではなくアメリ

カ中の公園でイスが置かれるようになって
います。

委員の質問に熱心に耳を傾ける盛理事
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ひろさき合コンリーグ冬の陣２月開催！！
～ ２人対２人のチーム戦 ＆ 個人・グループでも参加ＯＫ！個人戦 ～
【内容】平成２６年２月２８日㈯
今回は、１日限りの開催です。
受付時間：１７時３０分～１８時３０分
集合場所：土手町コミュニティパーク
合コン時間：１９時～２２時３０分
合コン会場：鍛冶町・土手町周辺飲食店
【申込締切】２月１３日㈮まで。
※参加費、申込方法等の詳細についてはホー
ムページをご覧ください。
http://www.hcci.or.jp/txt/gocom/
＜情報調査課＞

平成２７年１月１５日

弘前かいぎしょ TODAY
クラフトでも函館と連携！
２０１４はこだてクリスマスファンタジー

「ひろさきナイト」開催

第１回お土産セットコンテスト
グランプリ決定！
ＢＵＹひろさき推進本部では、市内のお土産
品を組み合わせ、
「ストーリー性」という付加価
値を持たせた「オリジナルお土産セット」を作
り出すため、
「第１回お土産セットコンテスト」
を開催し、親へのお土産セット部門、恋人への
お土産セット部門、○○へのお土産セット（フ
リー）部門の各部門のグランプリを決定しま
した。
グランプリ受賞商品は、弘前市物産協会直営

当所が平成２３年度から進めている函館との

店「想い出ショップさくらはうす」（弘前市下

交流事業の一環として毎年実施している「はこ

白銀町２番地１、市立観光館内）で販売中です。

だてクリスマスファンタジーひろさきナイト」

お土産や贈り物としてぜひご活用ください！

が函館市金森赤レンガ倉庫前特設会場で開催さ

■問い合わせ先 ＢＵＹひろさき推進本部事務局
（市商工政策課内、℡３５−１１３５）

れました。４回目となる今回も、すっかり函館
や「りんご娘」、「弘前城ミスさくら」による
ステージイベントなどで盛り上がりました。
また、金森赤レンガ倉庫ＢＡＹギャラリーで
は「津軽のクラフト×函館のクラフト」と題し、
弘前工芸協会とはこだて工芸舎がコラボした特

親へのセット部門

市民に定着した「巨大アップルパイ」の振舞い

別展示会が開催され、函館市民や観光客から注
目を集めました。
今後も函館商工会議所と組織する津軽海峡観
光クラスター会議を基軸として、平成２７年度
の北海道新幹線開業の経済効果を弘前地域にも
広めるために、各事業に取り組んでまいります。
＜まちそだて課＞

～「 Ｔｈｅ津軽三味線２０１４ 冬」大盛況 ～

が１２月１３日、弘前市民会館で開催されました。
津軽三味線３００人の大合奏をメインに、民謡
や手踊りなども織り込みながら繰り広げられ、
本場ならではの迫力と感動を体験できる津軽三
味線の魅力満載のステージとなりました。

ＪＲ東日本「大人の休日倶楽部」や、ＪＴＢ

今回、特に注目を集めていたのは、津軽三味

「旅物語」等のツアー客のほか、県内外からの

線、笛、太鼓、手踊りとダンスがコラボした「ダ

観光客をはじめとする多くの来場者は満足そう

ンシング津軽」と題した演目でした。

に会場を後にしていました。

恋人へのセット部門

「圧巻！
！ 津軽三味線３００人大合奏。響け、魂
の音。」をテーマに「Ｔｈｅ津軽三味線２０１４ 冬」

＜情報調査課＞

フリー部門

