
 事 業 名   English Presentation 交流会   
 

団体名 Misawa English Activities 

代表者名 米倉 幸星 

事業実施総額 90,801 円 補助金額 70,000 円 

事業実施日 平成３０年１０月７日（日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業概要・成果等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「事業内容」 

地域に愛着を持ち、チャレンジ精神や広い視野、価値観を持った若いグ

ローバル人材を育成することを目的に、高校生が青森の魅力を英語でプレ

ゼンテーションする交流会と情報交換の場として英語でコミュニケーシ

ョンが取れるイングリッシュカフェを開催。 

＜プレゼンテーマ“Ｍy Favorite Project!“＞ 

プレゼン参加希望者がチームを作り、身の回りにある興味のあるプロジ

ェクトを１つ選び、実際に取材などをして情報収集を行う。（６月開始）

その資料をもとに、約１０分間のプレゼンを行う。プレゼン終了後、英語

での質疑応答を行う。 

＜参加チーム＞ 

① Misawa United EC A（三沢高校、三沢商業高校、八戸ウルスラ学院）

4 名“Creation of the Area Business plans） 

三沢商業が行政や地域と協力して行っている学校のプロジェクトを

紹介。若い世代と地域の大人が一緒に活動する重要性をプレゼン。 

※三沢商業高校はプレゼン当日、文化祭と重なったため、資料準備段

階に参加。 

②  Misawa United EC B（三本木高校＋市役所政策調整課）5 名 

“Inclusive society、great city Misawa” 

三沢市共生社会ホストタウン推進委員会が行っているプロジェクト

を紹介。共生社会とは何かを問うプレゼン。 

③ Gin（八戸工大二高）4 名 

“Tourist guide for tourists and Niko students” 

工大二高が学校で取り組んでいるツアーガイドの活動を紹介。種差海

岸などについて豆知識を交えてプレゼン。 

④ Proud（八戸工大二高）３名 

“Present problems of traditional performing arts Emburi!” 

八戸のえんぶりの後継者不足に触れ、自分たちの考えをプレゼン。 

⑤ Ursula A Team（八戸ウルスラ学院）6 名 

“Hidenobu works as an office secretary general in Shingo 

village” 

新郷村で活躍する一人の男性を紹介。経歴や活動内容、ヒット商品の

豆知識などをプレゼン。 

⑥ U-Girls（八戸ウルスラ学院）5 名 

“Warm up hearts” 

失われつつある南部弁を落語家の林家菊翁（元菊蔵）さんの逸話を交 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業概要・成果等 

 

えてプレゼン。 

⑦ Lovenglish（八戸学院大）2 名 

“Traditional dance in Nanbu city” 

＜プレゼン終了後の交流会＞ 

 各チームに分かれ、アメリカ人を交えての交流会。プレゼン内容につい

ての質問、アドバイス、その他いろいろな話題について英語でコミュニケ

ーションをとる。 

◎関連事業 

Misawa United EC Bチームが三沢市共生社会ホストタウン推進委員会

と協力してプレゼンした“Inclusive society,great city Misawa”では、車

椅子ラグビーカナダナショナルチームを紹介。次の日行われた日本チーム

とのエキシビションマッチでは、両チームへハンドメイドサークルが中心

となって作った裂き織りコースターをプレゼント。その際に渡されるメッ

セージカードを、プレゼン参加者、スタッフが作成。 

「市民への波及効果」 

 プレゼン参加者の英語力向上や将来へ向けての目標設定がなされた。 

 プレゼン資料準備段階で多くの大人との交流があり、学生・大人双方に

得るものがあった。こういった形での英語プログラムがあるということを

伝えることができた。 

「他団体との連携」 

 三沢高校、三沢商業、三本木高校、八戸聖ウルスラ学院、八戸学院大、

八戸工大二高、青森公立大、三沢市教育委員会、市役所国際交流課・政策

調整課、三沢国際クラブ、みさわ国際交流協会、三沢国際友好クラブ、青

森県学習塾協議会、アメリカ海軍など 

「成果」 

 プレゼン参加者が準備段階からしっかりと聞き取り調査、十分な練習を

行うことで当日は素晴らしいプレゼンを見せてくれた。質疑応答では、英

語で難しい質問をされたのに対し、素晴らしい答えを返した生徒がいた。

交流会では、積極的に学生から話しかけ、会場は生き生きとした雰囲気で

あった。プログラムに対する理解者が多く、たくさんの方々にサポートし

ていただいた。 

「改善点」 

 予想以上に会場に足を運んでくれた方がいて会場が狭かったので、来年

度は会場を公会堂にする。公立高校の先生には、本年度の実施の様子、プ

レゼンに参加した学生や教育関係者の声を伝え、この事業の有効性を伝え

る。緊急時の連絡網や対応策の構築。 

 

 

 

 

 

 



事 業 名    遊び学べる環境づくり事業   
 

団体名 公益社団法人 三沢青年会議所 

代表者名      理事長 中村 貴大 

事業実施総額 430,363 円 補助金額 387,000 円 

事業実施日 平成 30 年 11 月 24 日（土） 

事業概要・成果等 

「事業内容」 

子どもたちが主体的に楽しく学びながら、成功体験を積み重ねること

で、自分に自信をつけ、より良いコミュニケーションを取れる人材育成と

三沢市にも魅力的な人財や会社があることを知ってもらうことを目的に、

工作やプログラミング、調理実習などの体験型学習と講話型学習を行う。 

【場所】国際交流教育センター 

【参加人数】中学生 4 名、小学生２６名 計３０名 

保護者 9 名、外部委託者１０名、主催者 7 名 

〇８：３０～９：００ 

三沢市教育長をお招きして開会式を実施。 

〇９：００～１１：００ 

小学生向けの体験事業として講師を招き、木工工作体験（フォトフレー

ム、おぼんの作成）を実施。 

〇１１：１０～１２：４０ 

講師を招き、地産地消の食材を使用し、フードロスを考えた調理体験 

を実施。 

〇１２：４０～１３：１０ 

調理体験で作ったものを皆で昼食。 

〇１３：３０～１４：３０ 

小学生向けの講話として講師を招き、食育と食事のマナーのテーマに沿 

って講話を実施。中学生向けの講話として講師を招き、生きるためのお金

の使い方のテーマに沿って講話を実施。 

〇１４：３０～１５：００ 

アンケートの実施及び閉会式を実施。 

「市民への波及効果」 

子どもたちをターゲットとした事業を 

企画したことで、参加児童の保護者や 

先生達から良い反響があった。 

「成果」 

内容が盛り沢山で、時間も丁度良く、 

子どもたちも最後まで飽きずに参加 

できたこと。 

「改善点」 

小中学校の内部行事やスケジュール 

を事前に把握し、日程を選定する。 

 
 



事 業 名    寺山修司アートカレッジ    
 

団体名 寺山修司五月会 

代表者名      中里 茉莉子 

事業実施総額 717,388 円 補助金額 600,000 円 

事業実施日 
平成 30 年 8 月 5 日、9 月 22 日、10 月 6 日、10 月 31 日、11 月 1 日 

平成 30 年 12 月 15 日、平成 31 年 1 月 26 日 

事業概要・成果 

「事業内容」 

寺山修司を三沢市のアイデンティティの一つと位置付け、住み続けたい魅力

的なまちとし、寺山修司の仕事・人物像を知ってもらうことで転入・転出者の

多い三沢市の特色を生かし、寺山修司を通して三沢の魅力を全国的に発信する

ため、多角的な寺山修司の仕事を紹介する座学とワークショップを開催する。 

〇講演「想像力の伝播－蔵書などから読む寺山修司の読書体験経験」 

8/5(日) 11:00-12:30 寺山修司記念館エキジビットホール 

講師：堀江秀史（東京大学 特任助教）受講生 47 名 

内容：寺山作品に引用された書籍の紹介を細かく列挙することで、寺山の読 

書遍歴を紹介した。 

〇造形と踊りのワークショップ「おせなか音頭」 

 8/5(日) 13:00-14:30 寺山修司記念館常設展示室 

 講師：おおたか静流（シンガー＆ボイス・アーティスト）受講生 80 名 

 内容：NHK「にほんごであそぼ」でも活躍中のおおたか静流さんによるワ

ークショップ。顔を出す面と反対の面に、顔の装飾を施した「おめん」を作

成。衣服を反対側に着て「おめん」を破り、背中側を向けて踊った。 

〇講演「寺山修司と競馬－競馬を文芸にした寺山修司」 

 9/22(土) 14:00-16:00 三沢市商工会館 

 講師：島田明宏（作家）受講生 19 名 

 内容：寺山の評論集「書を捨てよ、町へ出よう」のなかに、まとまった量の

競馬を題材にした物語が収録されていることを指摘。また馬種の系譜の紹介

をしつつ、寺山修司の考え方の一辺を紹介した。 

〇寺山修司の戯曲を演じるワークショップ 

10/6(土) 13:30-16:30 三沢市国際交流スポーツセンター 

講師：中屋敷法仁（演出家・劇作家・劇団「柿喰う客」代表）受講生 22 名 

内容：ふだん青森県で演劇活動をしている参加者を中心に、実際に寺山戯曲

を発声。寺山戯曲にも触れていただける機会になった。 

〇藤田貴大「演劇ワークショップ」 

 10/31（水）、11/1（木）19:00-21:00 三沢市国際交流教育センター 

 講師：藤田貴大（マームとジプシー主宰・演劇作家）受講生 46 名 

 内容：参加者から朝の風景や実際にした会話を聞き出し、それらを繋ぎ合わ

せて一連の動きをつくった。気鋭の新進演劇作家の演劇のつくり方の一端を

紹介。 

〇講演「寺山修司と無名な私」 

 12/15（土）14:00-16:00 三沢市総合社会福祉センター 

 講師：中村慶一（画家）相馬信吉（青森まちかど歴史の庵「奏海」の会会長）

受講生 13 名 

 内容：寺山が青森市で通った幼稚園・小学校・中学校の同級生だった画家の

中村慶一氏から、相馬信吉さんが証言を得る形で、青森市での寺山修司の足



跡を浮き彫りにした。 

〇講演「寺山修司 資料は語る－後期作品理解のための序」 

 1/26（土）14:00-16:00 三沢市総合社会福祉センター 

 講師：久慈きみ代（青森大学教授）受講生 19 名 

 内容：11 月の舞台「書を捨てよ町へ出よう」の話題から始まり、寺山の文

章の組み立て方に「伊勢物語」などの古典文学からの影響があることを指摘

した。 

「市民への波及効果」 

幼少・少年期の寺山修司本人像からの現在の研究内容、演劇の面からも市民

に紹介することができた。 

「他団体との連携」 

昨年度に引き続き、青森県社会教育センター「あおもり県民カレッジ三八地

区地域キャンパス講座」と連携した。 

「成果」 

競馬や造形ワークショップなど、例年と違ったアプローチをすることがで

き、いつもとは違う受講者が増え、その後の反響があった。寺山が幅広く表現

活動したことを踏まえ、さまざまな種類の講座を展開していくことで、寺山の

仕事を多角的に検証することが出来た。 

「改善点」 

・新規受講者への広報の強化。 



事 業 名  市制施行６０周年記念手話狂言公演事業    

       

団体名 三沢ろう協会 

代表者名      吉田 實 

事業実施総額 1,133,972 円 補助金額 600,000 円 

事業実施日 平成 30 年 12 月 16 日（日） 

事業概要・成果 

「事業内容」 

誰もがお互いの人格と個性を尊重し、共に支え合いながら、生き生きと豊か

な人生を享受できる共生社会を実現するため、「手話狂言」を開催し、ろう者、

聴者（耳が聞こえる人）が隔たりなく楽しめる空間を創り、相互理解を深める。 

また、ろう者の母語である手話に対する認識を改め、且つ理解を深め広げてい

くことで共生社会の実現に寄与する。 

・場所：三沢市国際交流教育センター 

・演目：附子、六地蔵 

・参加人数 241 名（ろう者 42 名、聴者（聞こえる人）107 名、招待者 92

名（市内中高等学校生徒、後援団体等） 

                        

「市民への波及効果」 

ポスター・チラシ等の配布・マックテレビでの宣伝など思いつくことは全部

したが、いまいち反応がなかった。 

 

「他団体との連携」 

社会福祉協議会からの協力。三沢高校のボランティア活動部の生徒が先生に

引率されて 40 名も見に来てくれた。手話サークルの会員が一生懸命にポスタ

ーやチラシの配布を頑張ってくれた。 

 

「改善点」 

今回は主対象が聴者だったのでわからず迷った面がある。聞こえる人たちか

らいろいろ参考になる意見はあったが、行動に移すまでに至らなかった点は次

回への教訓としたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事 業 名  「三沢の方言集」（三沢郷土史研究会・方言研究会編著）刊行事業         

       

団体名 三沢郷土史研究会 

代表者名      小比類巻 滿 

事業実施総額 1,637,535 円 補助金額 538,000 円 

事業実施日 平成 30 年 9 月 29 日（土）「三沢の昔を語る会」 

事業概要・成果 

「事業内容」 

現在、消えつつある方言や昔の年中行事などを次世代に継承し、郷土理解、

三沢に対する愛着を高めるため、「三沢の方言集」を刊行、方言に関するパネ

ルディスカッション「三沢の昔を語る会」を行う。 

・「三沢のむかしを語る会」－三沢の方言を語ろう－ 

 日時：平成 30 年 9 月 29 日（土）13:00～16:30 

 会場：三沢市総合社会福祉センター2 階 参加者数 13 名 

 内容：三沢の方言について、基調となる話やパネラーの話題をもとに出席者

一同話し合いに参加し、三沢の方言がいかに用いられ、いつ頃から使われな

くなってきたのか明らかにするとともに、今行われなくなったような民俗的

諸行事についても浮きぼりにする。また方言集に記載できなかった方言もと

りあげ、後々の郷土史研究の糧とする。        

「市民への波及効果」 

刊行物、特に「三沢の方言集」のように言語をテーマにした事業の場合、興

味・関心をもつ人々は限定されるが、これらを直接、手にした方々は方言の必

要性・重要性等を感じていたと思う。ただ、より多くの市民が関心を寄せたか、

という点では少々不足であったと言える。 

 今後は、寄贈を受けた市内各小・中学校での三沢の方言や民俗についての扱

いなどが少なからぬ影響を与えるのではないかと思う。 

「他団体との連携」 

八戸地域歴史団体連絡協議会（八戸歴史研究会、九戸歴史民俗の会など 8

団体の加入）を中心に連携をとり、また三沢市周辺各市町村教育委員会への寄

贈などを通して情報交換を密にしている。 

「成果」 

消えゆく方言に光をあて再認識し、集大成とし「三沢の方言集」を刊行した。 

「改善点」 

研究成果の公表の場の工夫 

「今後の展開」 

「三沢の方言集」の刊行をもって、本会の研究が終わった訳ではない。研究の

対象が方言・言葉である故に、それが無限にあるといっても過言ではない。本

会の方言研究を継続して見落とした方言を収集し、本会研究機関誌「郷土史研

究会」に掲載して研究の成果を発表していく考えである。そして、遠い将来に

なるが、「三沢の方言集」の補足版なり、改訂版へ至ればと願っている。 

 

 



事 業 名    中心市街地活性化事業    

       

団体名 ライフコミュニティパークみさわパワーズ 

代表者名      長濱 佳祐 

事業実施総額 724,572 円 補助金額 600,000 円 

事業実施日 平成 30 年 8 月 25 日(土) 

事業概要・成果 

「事業内容」 

ライフコミュニティパークを地域及び子供から高齢者、障がい者が共生する

空間とし、中心市街地全体の賑わいを創出することを目的に、「ガーデンフェ

スティバル 2018」を開催する。社会福祉団体による福祉フェアや、様々な団

体が参加するイベントを実施し、様々な交流を生み出す。また今年度はフリー

マーケットの充実を図る。 

・場所 ライフコミュニティパークみさわ 

・参加者の人数 約 6,000 人 

・当日は福祉フェア、一日ショップ、フードコーナー、フリーマーケットなど

の 26 店の出店販売等のほか、高等学校吹奏楽部の演奏、三味線及びバンド演

奏、小学生によるバトントワリング並びにコーラス、フラダンス、ヒップホッ

プダンスなどを披露した。また、東京ディズニーランドの「35 周年スペシャ

ルパレード」があり、みさわ祭りの「国際サマーフェスティバル」との間の空

いている時間帯に大勢の人が来場した。      

「市民への波及効果」 

今回は、大勢の人に来ていただき、会場内は賑やかな雰囲気で混雑していた。

出店コーナーでは、福祉フェアや一日ショップ、フードコーナー、フリーマー

ケットなど全般的に混んでおり、高齢者や障がい者を始め多数の地域住民が買

い物や出演者の発表を楽しんでいた。来場者からは「出店も多く雰囲気も良く、

去年より華やかで祭りらしいと思います」などの声が多く聞かれた。 

「他団体との連携」 

市役所通り商店街が中心となり、ポスターの掲示に努めてくれたほか、独自

の抽選会を開催し商品等の協力を頂いた。 

「成果」 

福祉フェアで地元の 2 事業者が新たに出店した 

のを始め、多方面から多くの出店をしていただき 

大好評だった。またイベントも多数の参加者が 

ダンス、踊り、コーラス、バンド、三味線、吹奏 

楽などを披露してくれた。また昨年の改善点であ 

った、スタッフの事前レクチャー等を行い、滞り 

なく終了することが出来た。 

「改善点」 

出店の一部で、来場者の流れが止まっている時 

間帯があり、出店の取り扱う品物による配置場所 

への配慮が足りなかった。 

 

 



事 業 名    ハンドメイド体験プロジェクト                    

       

団体名 ハンドメイドサークル 

代表者名      馬場 はるみ 

事業実施総額 627,239 円 補助金額 531,000 円 

事業実施日 平成 30 年 6 月 1 日～平成 31 年２月 28 日、毎週木・金・土曜日 

事業概要・成果 

「事業内容」 

週 3 回の裂き織り、さしこ、編み物、パッチワーク、洋裁、かごバック、リ

メイク等の体験、月 2 回のイベント体験を通じ、高齢者の居場所づくり、生き

がいづくり、若者と高齢者の交流を行う。 

・場所：桂温泉隣の古民家 

・毎週木・金・土（110 回）開催 

・参加人数：裂き織り体験 82人、小物づくり 162人 計 244人 

                    

「事業のＰＲ方法」 

・毎月、広報紙にイベントを掲載、チラシの配布（毎月） 

・7 月と 11 月は各小学校 4 年生以上にチラシ配布 

・6 月は市役所・図書館・温泉施設・ホテル・公共施設等 

・毎月のイベントチラシは温泉施設に毎月配布 

 

「市民への波及効果」 

イベントを広報に掲載したことでたくさんの方に認知され、予約が増えた。 

まだ工房に来てない方にも存在は知られており、これから広がる可能性を感じ

る。 

 

「他団体との連携」 

寺子屋をはじめ各関係者の方も見え「持ち帰ってつくっていいか」との打診 

もあった。 

 

「成果」 

一人で作るよりみんなで話しながら作るのは楽しい等の意見があった。また

一人で家にいるより作業が進むとの話もあった。 

 

「改善点」 

ＰＲをもっとうまく出来るようにしたい、 

古民家の場所の表示方法や入口の入りやすさ 

などを考える。 

 

「今後の展開」 

集客を増やし新しい作品を提供すること 

で、売り上げ増加を計りたい。 

 


