
「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

出来ること 出来る時間に 出来るだけ

ボランティア等市民参加は一過性のものでなく、続くことが大切です。皆がスーパーボラン
ティアの方々のように活動できる訳じゃないので、それぞれの立ち位置で、無理なく取り組
めるようにと思いました。出来ないことはしなくて良い、出来ない時には休めば良い、出来
る範囲までで良い。

近江　菫花

【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

マチヅクリ ワモヤル、ナモヤル ミンナヤル
私達の住む弘前（津軽の都）をもりあげる（これぞワ、ナ、ミの法則）自分も、隣の人も、
皆でやろう、とかけ声をかける。

匿名希望

【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

協働は 感謝でつなぐ 地域の輪
ありがとうという感謝の心で協働のまちづくりに取り組むことができたらと思い川柳を考え
ました。市民が支えあい、協力しあって、助け合うことのできる地域の輪をつくることがで
きるようにとの願いをこめています。

匿名希望

協働の 一歩は誰から 自分から
誰かがしてくれるのを待つのではなく、自分から活動することで少しでも町がきれいで住み
よくなっていくと思うので。

ばばりん

【協働金賞】



「協働によるまちづくり川柳」応募作品一覧表

【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

今日どう？と 誘うなかまで まちづくり
まちづくりの活動は、今日ちょっと集まらない？と声をかけるところから始まるのかなー？
と思ったので。

naomi

川柳(上) 川柳(中) 川柳(下) 川柳に込めた思い ペンネーム

協働の 強度は固し 郷土愛
弘前市の市民の皆さん、議会、市役所の3者が助け合いながら、住み良い街にしていく様子を
川柳にしました。自分の住む市でも協働ができればいいな、と想いを馳せました。

かなな

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 愛する市への 恩返し
川柳募集のチラシに載っていた写真を見て、弘前市の人のあたたかさと、市への愛情が伝
わってきました。

かなな

川柳(上) 川柳(中) 川柳(下) 川柳に込めた思い ペンネーム

ゴミ置場 いつもきれいに ありがとう
町内にボランティアで掃除をしてくれるおばあさん、あなたのお陰で心もきれいになりま
す。

りんごっこ

　市民生活部長賞

　市民協働課長賞

　市民協働課長補佐賞

　協働推進係長賞



「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

つなぎ合う 心にまちの 未来地図 市への思いや人への思いやりが繋がって、未来へ向けて更に済み良いまちをつくる。 午後の虹

よいまちは 小さなことの 積み重ね 弘前を旅行した時、山々に末広がりを感じました愛着を感じる都市でした とっしー

町内会 なもわもみんな あづましく
町内会は特定の人だけが満足するのではなく、住民が満足する町内会でなければならない。
ウイン・ウインの精神。

いわき言游

皆の手で 創る素敵な 弘前市
弘前市には一度も訪れたことがないのですが、とても素敵な街だと想像します。いつか行っ
てみたいという気持ちを込めて詠みました。遠い福岡の地から弘前市の益々の発展をお祈り
申し上げます。

すな

マンパワー 全集中の 卍まち
市民・議会・市役所・市長の4者の「マンパワー」（人々の熱い思いや力）を「全部集めて」
プラス（+）すれば「卍」の形になり、住みやすい弘前市が創られるという願いを込めまし
た。

アップルペン

心にも 花を咲かせる まちづくり 弘前公園を守り育てる市民のみなさんの思い・誇り・プライドを現わしてみました。 天空人

つなごうよ 市民協働 こころのバトン
協働のまちづくりで、市民が支えあい、協力しあって、助け合うことのできる持続可能なま
ちをつくりことができるようにとの願いをこめて川柳をつくりました。こころのバトンを未
来の子どもたちに託すことができるようにと考えています。

匿名希望

若者さ(わげものさ) あど頼むぞって 爺寝言 若い人達と会って、今後の事々を頼むよっと老人が夢を見て寝言を言っている。 匿名希望

まちづくり だれでも出来る その気なら
いくら叫んでもやる気にならなければ出来るもんでないと思う。ちょっとのことでその気に
なれば出来るのだ。

匿名希望

やって見て 始めて知った 人の苦労 言うがやすし。実際やって始めて判るその苦労。 匿名希望

街づくり 一声かける 勇気から 一人では出来ない街づくりも周りの人に応援を呼びかければ実現可能になる。 蒲柳

城下街 四季折々の 民の笑み
観光都市または学生の街、更には城下町と言われてきた弘前市を今以上にPRし、活気ある街
へ、そして老若の居住地になることを期待して詠んでみました。

榊 夢

今日どう？と みんなで取り組む まちづくり 協働の精神がみんなに広がりますように！ ぱちんかす

雪溶けに 心も梳かす 街づくり 雪らしい春を待つ気持ちをくしでとかすようなイメージを思いました。 夢野　一郎

協働で 笑顔が光る まちづくり
市民が主体で、住みよいまちづくりをめざし、市民の多くの笑顔が見え、輝くようなまちが
出来るよう表現したものである。

千葉薫風

ボランティア 地域に笑顔 咲せる種
まちづくりにはボランティアの方々の協力が必須となっており、地域が輝く笑顔を咲せる種
まきをするような役割をになっていることから。

一刀両断

ボランティア 若さの元と 誘われて ボランティアをやると、心が若返りますよと言われた。もちろん身体も若返ると。 あべっち

よい郷土 三者腹割り 協働で
これまでにも増して、郷土弘前市を胸を張って「よい郷土」と市民の皆さんが胸を張って言
えるようになるためには、市民の皆さん、議会、市役所の三者が腹を割って、膝を突き合わ
せながら、協働で課題に取り組む必要性を川柳にしました。

弘っち

協働で 市民みんなが 輝くまち
協働のまちづくりで、市民が支えあい、協力しあって、助け合うことのできる輝くまちをつ
くることができるようにとの願いをこめて川柳をつくりました。

匿名希望

まちづくり 種蒔きをして 春を待つ まゆまゆ



「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

頬杖を やめて明日から ボランティア
定年後、毎日頬杖をついて無為な一日を過ごしているので、明日からは地域の人と共にボラ
ンティア活動をしようと決意した。

匿名希望

街づくり 夢を未来へ 人づくり 夢あるれる未来の街づくりには、まずもって人づくりが肝心であることをアピールします。 カジ

ヤーヤードー ねぷたの熱意で まちづくり
ねぷたを一度見に行ったことがありますが、その日は雨に打たれとても残念でした。もう一
度、晴れたときに見てみたい。

とっしー

まちづくり 今年もやります ワンチーム
弘前市は、日本三大桜名所と日本三大夜桜名所のダブル指定されている日本唯一の所で、日
本最古の染井吉野も咲いている所です。その由緒ある弘前市のまちづくりにおいても、公共
活動は、日本トップレベルであると思っています。

まっちゃん

町会の ねぷたに参加 意気揚がる
今年はコロナの影響で、多くの行事が中止になりました。特に祭りなどは、町内会唯一の団
結の場、来年こそは開催できる事を期待しています。

つがる・ヤサブロー

ジャッパ汁 味な協働 見習いて
青森とくに津軽が好きで、ほとんどくまなく回っております。冬のジャッパ汁は大好物で、
海の恵みをあますところなく活かすことは、街づくりにも通じると思います。

豆風

風土と人 見事な協働 津軽なり
青森とくに津軽が好きで、ほとんどくまなく回っております。津軽の旅でいつも実感するこ
とを表現しました。

豆風

弘前を より良い街に 協働で
協働によってより良い街にしよう、という気持ちを込めました。弘前は、旅行で何度か行き
ました。みなさん良い人ばかりだったので、コロナが収まったら、また行きたいです。

ゆん

ボランティア 実は自分の 為になる

世の為・人の為と思いすぎるのもボランティアが長続きしなかったり、楽しくなかったりす
る原因になることが自らの経験でわかりました。世の為・人の為は結果論であって、「どう
してそんなに頑張るのか」と問われたら、それは私自身の為なのです。私はボランティアで
多くのことを学びました。ちょっとやそっとでくじけない強さも身に付けたのもしくなりま
した。元引きこもりの私がです。身に付くことも多く、社会、地域から喜ばれ、誉められ、
本当にありがたいことです。

しゃんしゃん

ボランティア 続けるコツは マイペース

ついつい無理をしてしまう性格の私がこれまで丸5年ボランティアを休みなく続けてこれたの
は、この川柳の通りです。私は集団行動ができませんので、一人でやっています。範囲を広
げ過ぎると続かないので、近所の交番の敷地内のみです。交番掃除、おまわりさんのバイク
みがき、花壇の手入れと、交番前の通学路の子供らの見守りだけです。弘前のみなさんの中
でまだボランティアやったことのない方、やってみたい方、どうかこれを参考にして下さ
い。では、お互い頑張って参りましょう。

しゃんしゃん

まちづくり 共に汗かき ワンチーム まちづくりは、一緒に考え、一緒に汗かき、行動して結果や成果をみんなで味わいたい。 まご命

拾うゴミ これで私も 町づくり ゴミ拾いも立派なボランティア。気分がすっきりします。 あべっち

知恵しぼり 若きも老いも 町づくり 和らかな心で町会をもりあげてほしい 匿名希望

未来の種 協働参画で 咲かせよう
協働のまちづくりに取り組むことで、未来の種を蒔き、育て大きく咲かせることができたら
と思い川柳を考えました。市民が支えあい、協力しあって、助け合うことのできるやさしい
まちをつくることができるようにとの願いをこめています。

匿名希望

まちづくり 今に見ていろ 津軽富士 津軽の中心地である弘前を何とか住み良い街（町）にしたいと思い願かける。 匿名希望

担い手の いない町会 淋しいなあ 少子高齢の進む町内は歩いている人もいなく淋しい 匿名希望



「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

隣近所 声かけ合い まちづくり 町内の行事等（運動会、側溝泥上げ、研修会）皆声かけ参加してもらう。 匿名希望

この仕事 やってやらせて やって見せる町会長 率先垂範、何事にも先頭に立って成しとげる町会長の姿 匿名希望

ねぷたい目 みんなこすって ごみ弘い 無私の心で清掃しよう 岡崎　佐紅

住みやすく 発想豊かに 話し合い
住みやすき発想を引き出して、三者皆でじっくり話し合うことで、よい町創りができると思
います。

松原紫穂

弘前を 末広がりの よいまちに 弘前を旅行した時、山々に末広がりを感じました愛着を感じる都市でした とっしー

爺と孫 連携プレーで 拾うゴミ
町内のゴミをおじいさんと孫が分別「爺は一般ゴミ、孫はビン缶プラゴミ」しながら要領良
く連携して拾っている様子

これでヨシト

わい歩く バリアフリーの まちづくり
重度障がいを持つ自分が、市内を歩くことで、老若男女、障がいの有無を超えてみんなに優
しいまちにしたいという強い思い。

匿名希望

創る種 朋と肥料 蕾咲く
事象を生み出す根源。仲間との実践。愛情の種が協同へ通底。花が結実する。朋と花の余韻
に浸る。

種

まちづくり つくりが似ている 城づくり
まちづくりをする時に、構成する市民ひとり一人が参加するように、城づくりも礎石1個1個
で造り上げることと同様の考え方で創造するよう表わしたもの。

千葉薫風

手をつなぎ 孫子の代まで まちづくり
市民相互が共に手を取り合い、自分達が住むまちを孫子の代になるまで、自らつくり上げる
ようまちづくりの創出を表現したものである。

千葉薫風

まちづくり 笑顔溢れる 未来地図
まちづくりを構成する市民の多くの方々が、笑顔を醸し出して、自分達のまちの未来のビ
ジョンを創造するよう表わしたものである。

千葉薫風

まちづくり 見事な手本の 津軽藩
現在のまちづくりは、歴史を経て経営して来た津軽藩がいい見本になると思うので、この藩
のまちづくりを今回のまちづくりの一助になるよう表わしたもの。

千葉薫風

礎石積む 城づくりと似た まちづくり
弘前城の土台を支える礎石のように、まちづくりも基礎資料を大事にして、城づくりと同様
に市民の目線でまちづくりをするよう表現したもの。

千葉薫風

制服と 若さ溢れる まちづくり
弘前市は学園都市なので、若者の意見や要望を生かした、そして生き生きとした色彩のある
まちづくりをするよう表現したものである。

千葉薫風

子供らと 知恵を出し合い 町おこし 匿名希望
子ら植えし 花壇で華やか 無人駅 匿名希望

協働で 市民全員 主役の人生
市民が支えあい、協力しあって、助け合うことのできる協働のまちをつくることができれ
ば、みんなが人生の主役になれるそんな、みんなの願いをこめて川柳をつくりました。

匿名希望

協働で 成り立つふるさと 弘前市
市民が支えあい、協力しあって、助け合うことのできる協働のまちをつくることができるよ
うにとの願いをこめて川柳をつくりました。

匿名希望

ゴミのなき 街にはゴミを 捨てられず

いわゆる割れ窓理論ですが、ゴミを放置しておくと、そこにゴミを捨てる人がいて、ゴミが
たまる。こまめにゴミを除去していれば、ゴミが落ちていない街になる。ゴミを拾って捨て
るという当たり前の小さなことも、住み良いまちづくりの一つかなと思います。蛇足です
が、林檎の竹籠等でバスケやサッカーのゴールを作りゴミ箱に取り付け、ゴミをゴミ箱に捨
てたくなる環境づくりの取り組みも楽しいことかと。

近江　菫花

旗印 卍の下に あずましく 卍の矜持をそれぞれが持ち、心地よく暮らしていける街が良いなと思いました。 近江　菫花



「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

防災訓練 父ちゃ母ちゃの 手握る
自主防災会の避難訓練が実施された時、日常手を握ることが少なくなったので、どさくさに
紛れて、家内の手を握り若かりし日を思い出す。

いわき言游

風通し 良いまち治安 上がるまち
風通しを良くすることが、治安を良くすることにつながると思うので、声を掛け合い助け
合って住みよいまちにして行こうというメッセージを込めました。

ひこどら

コロナ禍も ゴミ収集 感謝です 清掃員の皆様いつもありがとうござます。健康に十分ご留意のうえ作業願います。 りんごっこ
ごんごほり きょう・どうして 一歩寄り 人生系譜

誉められて 気分が上がる ボランティア

元引きこもりの私。日課の交番清掃を始めて丸5年になりました。多くの方々の支えあって、
今の私は前向きに生きてます。地域の方々に喜ばれ、誉められ、おまわりさんたちからは誉
められ、喜ばれ、おだてられ、厚い信頼を寄せて頂き、それが生きる糧・自信の源となって
ます。なので、この喜びや感動の気持ちを弘前の皆様にも是非経験してもらえたらと思い川
柳の作成をしました。（掃除以外に花壇、通学路見守りも同時にやってます。）お互い頑張
りましょう。

しゃんしゃん



「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

寒くとも 冬のコートは 人と人
どれだけ個人が頑張ろうとも、必ず限界があります。だから、人と人とのつながりを「寒
さ」がより強固なものにしてくれるような文を書きました。どんな防寒具よりも、人が一番
温かいです。

ひなみるく

ごみひろい 町会の美化に 汗ながす 和らかな心で町会をもりあげてほしい 匿名希望
町の会 ひとつになりて 天も笑む 和らかな心で町会をもりあげてほしい 匿名希望

人のため 尽くし咲き初む 町の花 和らかな心で町会をもりあげてほしい 匿名希望
イベントに いそしむ町の 会盛る 和らかな心で町会をもりあげてほしい 匿名希望

町会に 尽くす春秋 ごみひろい 和らかな心で町会をもりあげてほしい 匿名希望
住み慣れた 地域活性 ボランティア 住んでいる地域を活性化させる策の一つはボランティア活動である。 澄海

協働で 発展するまち めざそうよ！
未来に向かって発展する、市民が支えあい、協力しあって、助け合うことのできる協働のま
ちをつくることができるようにとの願いをこめて川柳をつくりました。

匿名希望

協働の輪 ぐるりとまちを つつみこむ
協働の輪が未来に発展する、市民が支えあい、協力しあって、助け合うことのできる協働の
まちをつくることができるようにとの願いをこめて川柳を作りました。

匿名希望

まちづくり 栄える町は 水きれい 汚い川は魚が住めないもちろん人間も 匿名希望
まちづくり 右左上下皆見ている やっている 街づくりは、一人だけでは絶対出来ない皆でやるもの 匿名希望

困難も 積み重ねてこそ出来る まちづくり
動機、思いつきなど一つ一つ積み重ねてやってみて、本物のまち（住み良い街）が出来るの
だ。

匿名希望

街づくり コロナ禍去りて 今チャンス 今年一年、コロナ禍で一年損をした感じ。気持ちを切り換えて前進だ。 匿名希望

まちづくり！ 参加募れば 僕もやる
出身者に限らず、広くボランティアを募り、弘前市に望まれる希望を整理する事から初め
て、若い職員に将来を託して、新しい目標を持ち、焦らず実現を果たして欲しい。

倉石讓

弘前が 真ん中にいる 大空よ 匿名希望
お互いに 与え与えられて 愛する町を お互い様の協同精神をもって、益々我が町を愛せるような町創りと願います。 松原紫穂

すべての町 見落とされずに 公平を
地形、地域で結構差があるのが現状です。市民の納得できる見落とされずに、公平にできれ
ば最高です。

松原紫穂

助け合う 姿ねぷたも 見ているよ
ねぷたを一度見に行ったことがありますが、その日は雨に打たれとても残念でした。もう一
度、晴れたときに見てみたい。

とっしー

ボランティア 漲る力 高齢者
ボランティアに来てくれた高齢者の方々が見た目とは全く想像できない程に力強くテキパキ
と行動している様子。

これでヨシト

高齢者 ほど熱心な まちづくり 地域に対する愛着は高齢者が目立ちます。若い人の参画を期待したいです。 アカエタカ
地域力 はじめの一歩 ゴミ拾い 地域の力は団結力、ゴミ拾いは団結力を強くします。 アカエタカ
安心を 未来へ繋ぐ まちづくり 子や孫の未来が安心・安全であるように今のまちづくりが大切です。 アカエタカ
協働の いい汗光る ボランティア ボランティアがもたらす達成感は格別なものがあります。 アカエタカ

花植えて 共に咲かせる まちの夢 市への思いや人への思いやりが繋がって、未来へ向けて更に済み良いまちをつくる。 午後の虹

まちづくり 協働力も 日本一
弘前市は、日本三大桜名所と日本三大夜桜名所のダブル指定されている日本唯一の所で、日
本最古の染井吉野も咲いている所です。その由緒ある弘前市のまちづくりにおいても、市
民、議会、市役所の協働力は、日本一であるものと思っています。

まっちゃん

塵拾い 清い街並み 先ず参加 地域での清掃活動。綺麗な街を希求する。兎に角参加してみる。心と行動の和。 種



「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

まちづくり 保安喫緊 安寧や
防災と防犯と治安。まちづくりへの差し迫る大切な事柄。各人の行動により社会の秩序を構
築する。

種

町刻苦 主役あなた ヒーローや 町内活動。心身に負荷と感慨。励み努める。一人一人が英雄です。 種

みな参加 協働進める 我等のマップ
市を構成する市民のみんなが参加して、明るい住みよいまちづくりを進めて、自分達の将来
図を描くよう表現したものである。

千葉薫風

子も孫も 一緒に参加 まちづくり
市を構成する幼児や児童も総参加するような考え方に立って、多くの世代も一員となり、ま
ちづくりを創造するように表現したものである。

千葉薫風

岩木山 借景活かした まちづくり
弘前市のまちづくりは自然を活かしたものも大切であり、特に津軽を代表する岩木山はシン
ボル的なので、絵画的に愛されるよう表現したもの。

千葉薫風

色々な りんごの味付け まちづくり
弘前市を代表するりんごは色々な種類や味もあることから、それらと同様に多様の変化のあ
るまちづくりをするように表したものである。

千葉薫風

町おこし つがる我がもの 茶臼台 町おこし

年一度 町内総出で 溝(ドブ)さらい
今年はコロナの影響で、多くの行事が中止になりました。特に祭りなどは、町内会唯一の団
結の場、来年こそは開催できる事を期待しています。

つがる・ヤサブロー

川柳で 協働します まちづくり
弘前のまちづくりには何の力にもなれませんが、せめて川柳でエールを送り協働の気持ちで
す。

好日郎

つつしみを たたえるじょっぱり　 人と街
青森とくに津軽が好きで、ほとんどくまなく回っております。津軽の旅でいつも実感するこ
とを表現しました。

豆風

弘前の 市民協働 日本一めざして
市民が支えあい、協力しあって、助け合うことのできる豊かで日本一のまちをつくることが
できるようにとの願いをこめて川柳をつくりました。

匿名希望

市民力 活かしていきいき 協働参画
ひとつの家族のように市民が支えあい、協力しあって、助け合うことのできるあたたかなま
ちをつくることができるようにとの願いをこめて川柳をつくりました。

匿名希望

手をつなぎ 笑顔あふれる まちづくり コロナ禍にあって協働ということをよく意識します。 羽馬　愚朗

川掃除 隣近所の 輪をつくる
普段、すれ違った時に挨拶する程度の顔見知りだったのが、一斉の川掃除をすることで、協
力してきれいにするために、少し長い時間会話をして、近所づきあいが深まって行き、その
後は、もっと気楽に挨拶できるようになりました。

青龍

子供から 笛吹き太鼓 習わせる
ねぷた祭があり、小さい子どもたちができることは、笛を習ったり、太鼓をたたいたいり。
毎年、続けることで知り合う範囲が広まり、小学校や中学校までも仲良くなれる良い機会で
す。今年は残念ですが、ずっろ続いて欲しいものですね。

青龍

ごみ拾う朝 苦情も また拾う
町会のゴミ拾いで、ごみを拾うのも大事だが集まった方々の苦情も一つひとつ聞くことも大
事。

いわき言游

助け愛 お互いさまの ボランティア思い 地域での助け合い精神をイメージしました。 一身太助

誉められて 気分がいいぜ ボランティア

元引きこもりの私。日課の交番掃除は丸５年になりました。地域の皆様には喜ばれ、誉めら
れ、おもわりさんたちからは喜ばれ、誉められ、おだてられ。厚い信頼を寄せて下さってま
す。それが生きる糧、自信の源になっています。なので弘前の皆さんにも是非この喜びや感
動を知って頂きたいです。ボランティアやってみませんか。楽しいよ。お互いに頑張りま
しょう！

しゃんしゃん


