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高校生がつくる東北新幹線開業前夜祭 

実施報告書（抜粋） 

 

これは、２０１０年１２月２８日に関係者向けに発行された「高校

生がつくる東北新幹線開業前夜祭 実施報告書」をインターネット

公開用に抜粋したものです。 

個人情報にあたる箇所や著作物など一部を削除しています。 

完全版はあおもり学生プロジェクト クリエイト事務局で頒布して

おります（一部１５００円：送料込）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

<不許複製> 
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実行委員長あいさつ 

結集した！青森力 
実行委員長 久保田 圭祐 

 「高校生がつくる 東北新幹線開業前夜祭」は、無事に全行程を事故なく終えることがで

きました。当日は、老若男女問わず１０００名を超える方々にご来場いただき、開業の喜

びを分かち合うことができました。 

 「高校生がつくる 東北新幹線開業前夜祭」は、イベントの企画・運営を高校生が主体的

に担うことにより、同世代に「東北新幹線開業」と「自分の街」に対して目を向けてもら

おうという狙いがありました。新幹線開業の一か月前、東北新幹線開業の前夜に何のイベ

ントもないということに危機感を感じたクリエイトメンバーが「それなら自分たちで前夜

祭を作ろう」考え、この企画が始まりました。 

 振り返ると、イベントの取りかかりが遅かったため、常に時間に追われたイベント準備

でした。その結果、関係各位には多大なるご迷惑とご負担をおかけしてしまいました。ま

た、慢性的な人員不足により、各々のリーダーが的確な指示を飛ばすことができず、混乱

を招いてします結果となりました。これらについては、実行委員長として皆さまにお詫び

しなくてはなりません。申し訳ありませんでした。 

１９名の運営スタッフが、短い期間の中で企画準備をこなしてくれました。また、資金

面であったり、運営や照明音響においての協力、広報など各方面において、地域の大人の

方々から大きなサポートを頂きました。イベント当日はスタッフや関係者の皆さまのご協

力のおかげで、事故など何事もなく閉幕することができました。ツイッターなどでも大き

な反響を頂きました。また、後日実施のアンケートでは、「参加以前と比べ、青森に対する

思い入れはどうなったか」という質問に対し９割以上の参加者が「強くなった」と回答し

ました。更に、テレビ報道で、イベントを観覧した女子高生が「青森は今、尐し元気がな

いように感じるので、新幹線開業で元気になって欲しいです」と答えていました。イベン

トを通して、同世代に「東北新幹線開業」と「自分の街」に対して目を向けてもらおうと

いう狙いを達成することができたと考えています。 

イベント終了後、関係者のみならず一般の高校生からも「次はいつイベントを開催する

のか」など、次回開催を望む声を頂いています。主催者としてはうれしい限りです。現段

階では予定はありませんが、今回の反省・経験を基に、多くの高校生とともに、再び実施

できる日が来ればいいなと考えています。 

いよいよ新幹線がやってきました。今の青森市には、新幹線開業による人口流出など課

題も山積し、閉塞感すら漂っています。しかし、今回のように青森力が結集すれば青森は

元気になるものと確信しています。 

 成功裏にイベントを終えることができたのは、応援して頂いた皆さまのおかげです。本

当にありがとうございました。 
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ご協力いただいた皆さま 

 

「高校生がつくる東北新幹線開業前夜祭」は、以下の各事業所と多くの個人の皆さまから

の多大なるご支援をもって開催することができました。本当にありがとうございました。 

 

 

主  催 新幹線開業記念イベント実行委員会<事務局：学生団体クリエイト> 

 

後  援 青森放送 、 青森テレビ 、 青森朝日放送 、 青森ケーブルテレビ 、 

東奥日報社 、陸奥新報社 、 産経新聞青森支局 、 毎日新聞青森支局、 

朝日新聞青森総局  

 

特別協賛 赤い唐辛子 、沼田桃子司法書士事務所 、 ランドリーなかじま 、 

クララ 、 パドゥ 、 石舘薬局 、(有)バンザイサービス 、 沢田商店 、 

小山内商店 、 安保商店 、 (有)イクロス 、 間山商店 、伊香電器 、 

居酒屋てばてば 、 佐藤利商店 、 Ｂａｒフラット 、 藤巻商店 、  

浜名鮮魚店 、 山下商店 、 炭火焼ホルモンたつや 、 味の札幌大西 、 

月刊ＫＥＮＫＥＮ 、じょんがら亭 、個人の方７名 

 

協  賛 大黒寿司 、 ファッション・イン甲州屋 、 (株)甘精堂本店 、  

伝統工芸 雪の道 、 村上薬局 、中三旅行部 、 ささきまこと 

 

協  力 ＳＣＳ青森 、倉橋建設 、 郷土芸能館青森亭 、  青森中三 、 

     日昭建設 、 工藤建築 、 羽白開発 、 ほくとう 、タクト 

平成２３年度全国高等学校総合体育大会青森市実行委員会 
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参加者 

種別 人数 

運営スタッフ ２０人 

ファッションショーモデル １８人 

バンド出演者 １６人 

来場者（主催者推計） １０００人 

※来場者数は、パンフレットの配布枚数などを基に推計した。 
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「バンドコンサート」実施報告 

タイトル 
 

ＲＯＣＫ ＩＮ ＰＡＳＳＡＧＥ ～THE day before “SHINKANSEN”～ 

 

 

パンフレット掲載メッセージ 
 

出演アーティストは全て高校生。 

大人の皆さん、コンサートをとおして学生時代を思い出してください。 

等身大の俺らを見てくれ！ 

 

 

当日の様子 
 

高校生が主に集まり、手拍子等で盛り上げてくれた。 

演奏曲目 

・ＳＡＴＹ 

 １．オールアイウォント/オフスプリング 

２．誘惑/GLAY 

・えっちすけっちわんたっち 

１．小さな恋のうた/モンゴル８００ 

・ＲＯＭＥＯ 

１．曇天/DOES 

 ２・ＲＥＭＩＮＤＥＲ/ストレイテナー 

・音秘愛-nepia- 

 １．ＡＦＦＡＩＲ！！/音秘愛-nepia- 

２．Ｍａｇｉｃ Ｍｕｓｉｃ/木村カエラ 
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参加者の感想 

 

テスト期間中でバンドで合わせる時間がなくて心配だったけど盛り上がってくれて良か

った。天候的には最悪だったけどいろんな学校の高校生が一生懸命やってて楽しかったで

す！（笑） 

 

寒い中でも高校生で素晴らしいイベントを行えて本当に楽しめたしそれに参加できた事

が何より幸せでした 

 

沢山の人に演奏を聴いてもらえたのでとても嬉しかった。雨の中でのライブだったが特

にトラブルもなく演奏できた。 

 

 

 

責任者所見 

 

 ・初めてのことだらけで本当に苦労しました。しかしそれで楽しんでくれた人がいたので

やってよかったと心から思います。この経験を今後何かに生かしたいです。 

 ・すべて自分達で作り上げるというのはなかなか無い機会なので、参加できたのは良い経

験になりました。 
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「新幹線クイズ大会」実施報告 

タイトル 

 

新幹線開業記念！新幹線クイズ大会 

 

 

 

 

企画概要 
 

新青森駅開業を機に、駅舎のこと、新幹線のこと、そして青森のことをもっともっと知っ

てもらい、好きになってもらう。楽しみながら勉強をする。 

 

 

当日の様子 
 

あいにくの天候であり、時間をずらしての実施となり、予想よりは尐ない人数の参加者と

はなったものの、白熱した勝負が繰り広げられた。 

 

 

責任者所見 
 

残念ながら雨、風のための順延もあり、参加者数は当初の見込みよりは若干尐なくなって

しまったものの、参加者は白熱した勝負を繰り広げてくれた。商品は、商店街各店舗から

ご好意でいただいた景品を用意し、その多種の景品も、参加者の意欲・関心を沸きたてて

いたようだ。今回のクイズ大会では、参加者の勉強になったのもあるだろうが、出題者側

の我々からしても、参加者の苦手な問題などがわかり、「青森市民にもこれは知られていな

いんだな」などという内容も判明した。様々な意味で有意義なクイズ大会であった。この

経験を我々の今後の活動に活かしていきたいと思う。 
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クイズ大会問題 

№ 問題 解答 

解説 

1 東北新幹線、青森県内にある駅は「八戸駅」「新青森駅」と「おいらせ十和田駅」

である。 

× 

正しくは「七戸十和田駅」である。七戸十和田駅でも開業を祝って、今日前夜祭、４日

５日にもイベントが開かれているという。 

2 青森県内を走る東北新幹線は、青森県内の８市町村を通る。 ○ 

八戸市、五戸町、おいらせ町、六戸町、東北町、十和田市、七戸町、青森市の 3 市５町

の８市町村にまたがる。 

3 今日現在、東北新幹線区間上にある「八甲田トンネル」より長い陸上トンネルは、

世界中探してもどこにもない。 

× 

一時期だけ、世界最長の陸上トンネルとなった時期もあった。そのときは、東北新幹線

岩手一戸トンネル（全長２５．８キロ）を抜いて世界１位となったが、残念ながらスイ

スのレッチベルグベーストンネル（全長３４．６キロ）が現在では世界最長である。 

4 新青森駅内、新幹線ホームは２階にある。 × 

新幹線ホームは３階にある。なお、２階には改札口などがある。 

5 かつて、「はやぶさ」という列車が走っていたことがあった。 ○ 

「はやぶさ」は1958(昭和33)年から東京と鹿児島を結ぶ特急列車として誕生。しかし 2009

年 3 月で東京駅 - 熊本駅間の「はやぶさ」は廃止。「はやぶさ」は半世紀にわたる九州

特急の看板から一転、東北方面の新幹線列車として新時代を担うことになる。 

6 一般に普通車よりも良い、とされるグリーン車。「はやぶさ」にはその「グリーン

車」よりもさらに１ランク上の車両が存在する。 

○ 

いわゆる「グランクラス」。通常、普通車よりも広いとされるグリーン車よりもさらに広

い、というので驚きである。E5 系「はやぶさ」には、国内新幹線初となるファーストク

ラス座席「グランクラス(GranClass)」を連結する。E5系発表時に「スーパーグリーン車」

と仮称されていた座席で、名前の由来となった「グラン」はフランス語で「大きな」と

いう意味。 ヨーロッパ国際特急の最上級シートにも「グラン・クラッセ」という名前が

使われているとのこと。「グランクラス」は高級感と、ゆとり・居住性を表現するという。

いつかは乗ってみたいなあ。 

7 東北新幹線新青森駅開業を宣伝する「my first aomori」のＣＭに出演している俳

優は、三浦春馬さんである。 

○ 

青森の駅で働く新米社員（三浦春馬）がはじめての青森や恋と出会う、ドラマ仕立ての

CM である。 

8 青森市の人口は、３０万人を超える。 ○ 

青森市の人口と世帯数は、平成 22 年 10 月 31 日現在で男：142,105 人、女：161,800 人

の計：303,905人で、世帯数：133,711世帯(住民基本台帳調べ)となっている。 
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「ファッションショー」実施報告 

タイトル 
 

AOMORI GIRLS COLLECTION 

 

 

 

企画概要 
 

ターゲットは老若男女で、テーマは“MEMORIAL EVE” 

若者が気にしている、最新の冬ファッションを高校生がプロデュースし、ファッションシ

ョー形式で紹介しました。また、モデルはすべて青森市の一般女子高校生とし、各自のコ

ディネートした私服を披露しました。 

 

 

当日の様子 
 

悪天候、強風に見舞われたものの、ステージの周りをお客さんが取り囲むほどの賑わいを

見せた。また、モデルは傘を差しながらウォーキング、スタッフはステージに設置された

テントを補強したり手で押さえるなどして、臨機応変に対応することができた。 
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参加者の感想 
 

当日は雨とか風とかで大変だったけれど、みんなで楽しくやれたのでよかった。とても

良い思い出になった。 

 

今回はファッションショーモデルという貴重な体験をすることができてとても楽しかっ

たし、思い出に残るものとなりました。 

失敗して迷惑をかけないようにと、本番直前までずっと不安でしたが、今回成功するこ

とができたのは、沢山の方々の支えがあったからだと思います。それは私にとって、すご

く心に残るものとなりました。 

このような体験の機会を与えてくださった先輩方に感謝したいです。 

 

このようなイベントに参加できたことを嬉しく思います！ 

悪天候という大変な天気でしたが、自分たちで作りあげたという達成感を得ることが出

来ました！都合上私服ということで時間がない中いろいろ大変でしたが、これもまたいい

思い出です。誘っていただきありがとうございました！ 

モデルのみなさん、関係者のみなさん、本当にお疲れさまでした！一生忘れません！！ 

 

緊張したけど、初体験できて会場のみんなで盛り上がれたのですごく楽しかったです♪ 

 

 

責任者所見 
 

中心商店街の洋服店に衣装協力してもらう予定が私服のファッションショーになったが、

モデルとうまく連携し、曲がりなりにファッションショーの形になったと思う。 

他にステージの規模やレッドカーペットの設置の点では天候も考慮し、妥協せざるを得な

いところもあった。 
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参加者へのアンケート 

 実行委員会では、今回のイベントの経験を次に生かすために、全参加者を対象に事後ア

ンケートを実施した。 

※数値はパーセンテージで算出。（ＦＳ）…ファッションショー （ＢＣ）…バンドコンサート 

問 1  参加動機（記述設問のため、キーワードをピックアップして集計した）  

 参加者 運営スタッフ 全体 

思い出づくり 61% 40% 53% 

周囲に誘われて 28% 20% 25% 

開業に携わりたい・青森に貢献したい 5% 40% 18% 

ファッションに興味があった 6% 0% 4% 

問 2  イベントを知ったきっかけ 

友人・先輩・後輩 100% 78% 92% 

学校の掲示物 0% 11% 4% 

学校の先生 0% 0% 0% 

新聞記事 0% 0% 0% 

インターネットサイト 0% 0% 0% 

その他 0% 11% 4% 

問 3  参加してよかったこと（記述設問のため、キーワードをピックアップして集計した）  

貴重な経験ができた 18% 62% 29% 

夢を実現できた（ＦＳ） 4% 0% 3% 

楽しかった 18% 0% 13% 

開業に携われた 13% 25% 16% 

思い出ができた 26% 0% 20% 

おしゃれができた（ＦＳ） 4% 0% 3% 

多くの人と知り合えた 9% 13% 10% 

有名になれた 4% 0% 3% 

野外ライブができた（ＢＣ） 4% 0% 3% 

問 4  参加して困ったこと、改善すべき点（記述設問のため、キーワードをピックアップして集計した） 

時間不足 4% 30% 11% 

活動場所が遠い 0% 20% 6% 

連絡不足 4% 10% 6% 

認識の共有ができなかった 0% 20% 6% 

時間どおりの進行 4% 10% 6% 

悪天候 16% 10% 14% 

店舗の服を着たかった(ＦＳ) 16% 0% 11% 

突然の予定変更（ＦＳ） 8% 0% 6% 

雰囲気を作ってほしかった（ＦＳ） 8% 0% 6% 

店舗確保の見込が甘い（ＦＳ） 12% 0% 8% 

常に殺伐としている運営・運営の要領が悪い 12% 0% 8% 

会場が手狭 8% 0% 6% 

来場者が尐ない 8% 0% 6% 
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問 5  参加以前と比べ、青森に対する思い入れはどうなったか  

選択肢 参加者 運営スタッフ 全体 

強くなった 29% 56% 38% 

尐し強くなった 65% 44% 58% 

変わらなかった 6% 0% 4% 

 

問 6  日頃からボランティア活動はしているか  

よくする 6% 11% 8% 

尐しする 31% 33% 32% 

しない 63% 56% 60% 

 

問 7  イベント当日、友達を誘ったか  

誘った 71% 89% 80% 

誘わなかった 29% 11% 20% 

 

 

問 8  今回のような「高校生主体のイベント」を続けるべきか  

続けるべき 100% 89% 96% 

続けるべきでない 0% 11% 4% 

 

 

問 9  今回のような高校生主体のイベントが再びあれば参加したいか  

参加したい 94% 89% 92% 

参加したくない 6% 11% 8% 

 

 

問 10  イベントに携わって良かったと思うか  

強くそう思う 82% 56% 73% 

思う 18% 44% 27% 

そう思わない 0% 0% 0% 

まったく思わない 0% 0% 0% 
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運営スタッフ感想 

最初、この話が来たときは、あんまり人がこないだろうし暇だからやってみようかなく

らいにしか考えていなかったのですが、いざやってみると悪天候にも関わらずたくさんの

人がきて活気があり、さらにイベントも充実していて驚きました。今回は当日スタッフと

いうことで様々な手伝いをさせていただきました。いくつかのトラブルはあったものの、

イベント自体はとても楽しかったし、かなり活気があふれていたので目的は果たせていた

と思います。 

最後に当日だけではあったものの、素晴らしいイベントにスタッフとして出させていた

だき、ありがとうございました。とてもいい経験ができました。 

 

私は当日だけのお手伝いだったけど、イベントのエンディングの時は１つのイベントを

みんなでやり遂げた達成感でいっぱいでした。 

今回のイベントを通して、青森がさらに活性化していってくれると嬉しいです！ 

 

今回運営スタッフという重大な任務を行うにあたって、貴重な経験をいくつもすること

が出来ました。 

やはり高校生だけでイベントを企画することは容易なものではありませんでしたが、協

力して下さった様々な大人の方の力により成功することができて、感謝の気持ちでいっぱ

いです！ 

この新幹線開業前夜祭で学んだことは一生忘れません。 

 

今回運営スタッフという重大な任務を行うにあたって、貴重な経験をいくつもすること

が出来ました。 

やはり高校生だけでイベントを企画することは容易なものではありませんでしたが、協

力して下さった様々な大人の方の力により成功することができて、感謝の気持ちでいっぱ

いです！ 

この新幹線開業前夜祭で学んだことは一生忘れません。 

 

さまざまなトラブル、悪天候の中行われたイベントでしたが、たくさんの人々の協力に

より無事終わらせることができました。 

ほんとうにスタッフみんながギリギリの状態で、一時は諦めたくなる場面もありました

が、イベントを通して仲間となにかをつくりあげるすばらしさや世間知らずで何もできな

い私たち高校生を支えてくれた人のあたたかみを感じることができました。 

青森をさらに好きになれたし、元気にしていきたい！と思えたイベントでした。ほんと

うにありがとうございました！ 
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今回のボランティアで僕はチラシを配布したり、道具を運んだりしました。当日はもの

すごい風と雨で道具の出し入れや後片付けが大変でしたが無事おわって良かったです。最

後みんなでクラッカーを鳴らしたときは達成感でいっぱいになりました。そして、先頭に

立ち、前夜祭を成功に導いた久保田さんや田辺さんたちはすごいなあと心から感激し、尊

敬するばかりでした。 

 

青森市の地域活性化に貢献できて良かったです。しかも東北新幹線開業という一生に一

度きりの体験だったので思い出にのこると思いました。ボランティアを通して青森市のこ

とがより分かるようになったし、より好きになったので良かったです。楽しかったし、色々

な経験ができたのでボランティアに参加してとても良かったです。ありがとうございまし

た。 

 

私は、東北新幹線全線開通というのはもう 2度とない機会だし、やってみるのもおもし

ろそうだなと思ったので、このボランティア活動に参加しました。また、自らボランティ

ア活動というのも初めてでした。前日までの打ち合わせや当日の仕事は自分にとって充実

したものでした。何でも質問は受け付けてくれるし、自分の意見も言いやすかったのでと

ても参加しやすかったです。また機会があればこのようなボランティア活動に参加したい

と思います。 

 

ファッションショーを行うにあたって衣装協力やモデル募集の面では自分達の思惑通

りに事が進まないこともあり、協力をしていただくには信頼関係が不可欠だということを

実感しました。そんな中でも私たち高校生を支援してくださった中心商店街の方々には、

感謝の気持ちでいっぱいです。 

改めて青森人の温かさが身に染みました。 

 

今回のボランティアには、新幹線開業についていまいち盛り上がってないというのは僕

も感じていたし面白そうだと思って、何か役に立てないかと参加させていただきました。 

最初に顔を出した話し合いで、高校生だけで計画していることや予算が足りないことが

分かって、かなり驚きでした。どうしてこんなことしようと思ったのか疑問に思ったりも

しました。でも高校生の力だけでここまでやってきて、色々と困難や苦労もあったのだと

いうことが分かり、力になりたいと思いました。最終的には予算も何とかなり、どれくら

い貢献できたかは分かりませんが当日も盛り上がって、成功させることができて本当に嬉

しかったです。 

久保田さんも田名辺さんも本当に尊敬しています。これからも頑張ってください。 
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高校生がつくる東北新幹線開業前夜祭 
イベント概要 

平成２２年１１月２４日作成 

◆ 日 時  ２０１０年１２月３日(金) １７時３０分 ～２０時３０分 

◆ 会 場  パサージュ広場（青森市新町） 

◆ 主 催 「新幹線開業記念イベント実行委員会」(事務局:学生団体クリエイト) 

◆ 後 援  青森放送 、青森テレビ 、青森朝日放送 、青森ケーブルテレビ 

東奥日報社、陸奥新報社、朝日新聞青森支局、産経新聞青森支局 

毎日新聞青森支局 

◆ コンセプト  「記念すべき瞬間、一緒に盛り上がろう」 

◆ ターゲット  高校生をはじめとする老若男女 

●高校生がつくる東北新幹線開業前夜祭とは 

東北新幹線が、いよいよ１２月４日に開業します。基本計画策定から３７年目の今開

業は、青森市にとって記念すべきものです。この記念すべき開業の前夜を青森市の高

校生が一体となって盛り上げて、また、青森市の中心商店街も若者で盛り上げようと

いうコンセプトのもと、企画されたのが、「高校生がつくる東北新幹線開業前夜祭」で

す。青森市内外の事業所各位よりご協賛を頂き、高校生が企画・運営をします。当日

は、ファッションショーやミスコン、バンドライブコンサート、ダンス、ブラスバン

ドコンサートなど、盛りだくさんの内容を予定しています。 

●組織図 

  ・大会責任者  久保田 睦子（成人・クリエイト理事長） 

  新幹線開業記念イベント実行委員会 

  事務局：青森県青森市千刈１丁目３番１号センチュリーハイツ２０２号 

      ＴＥＬ ０１７－７１８－３０６８ 

      ＦＡＸ ０１７－７１８－３２２６ 

・実行委員長  久保田 圭祐（高校生・クリエイト会長） 

・運営スタッフ １３名程度 （高校生・クリエイトメンバー＆一般公募） 

総務  広報・渉外  大会運営 

・当日スタッフ ５名程度 （高校生・一般公募） 

  会場整理  アシスタント  清掃 

●タイムスケジュール(案)   １１月２１日現在 

  １７：３０  オープニング(１０分) 

         ・ご当地キャラクター(着ぐるみ)大集合! 

  １７：４５  バンド＆ダンスコンサート(５５分) 

  １８：４０  新幹線開業記念！新幹線クイズ大会(３５分) 

  １９：１５  新幹線開業記念 無料振る舞い(１５分) 

         ・ステージではトークでつなぐ 

  １９：３０  ブラスバンドコンサート(３０分) 

  ２０：００  ファッションショー(１５分) 

  ２０：１５  エンディング(１５分) 

         ・ご当地キャラクター再登場! 
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●企画概要 
  ※どの企画も仮称です。今後、名称が変更になることがあります。また、企画は変更さ

れる場合があります。 

 新幹線開業記念！新幹線クイズ大会 ターゲット：老若男女 

  １，実施目的 

 東北新幹線が全線開業することにちなみ、新幹線や駅舎に関連するクイズを出題

し、青森市民の皆様に、楽しみながらより多くの興味、知識、関心を持ってもら

い、開業に対する意識を高める。 

２．実施内容     

東北新幹線新青森駅開業にちなんだイベントであるため、基本的にはどんな方で

も参加可能。若い世代から、お年寄りのより多数の参加を期待している。また、

単なる参加者の知識対決で終わらせるのではなく、参加者も観客も何かを得られ

る、楽しいクイズ大会とする。 

前半はチーム対抗のフリップクイズ。後半はギャラリー参加型のクイズ大会。 

 

 ファッションショー ターゲット：若者の男女 

１. 実施目的 

若者が気にしている、最新の高校生に向けた冬ファッションをファッションショ

ー形式で紹介する。中心商店街の若者向けファッションショップからのまた、フ

ァッション提供店舗を明示することにより、各店舗とギャラリーとの出会いの場

ともする。 

２. 実施内容 

モデルはレッドカーペットを歩く。その際、提供店舗・コンセプト・紹介をアナ

ウンスする。その後、衣装についてのトークなどを挟むなどする。モデルは、各

店舗のモデルのほか、青森市の女子高生とする。 

 

 バンド＆ダンスコンサート  ターゲット：老若男女 

１．実施目的 

高校生のバンドアーティスト・ダンサーが、コンサートすることにより、同年代

の若者を呼び込む。また、老若男女のギャラリーの中、演奏することにより、出

演アーティストに自信を持たせる。 

２．実施内容 

高校生のバンドグループのライブコンサートを実施する。参加費は無料。楽曲は、

各バンド・ダンサーに任せるが、できるだけ老若男女が楽しめる選曲とする。参

加アーティストは、各５グループ程度を予定。 

 

 新幹線開業記念 無料振る舞い  ターゲット：老若男女 

新幹線開業を記念して、青森発祥で元祖Ｂ級グルメの八戸せんべい汁の無料振る舞い

を先着１５０食限定で実施する。また、協賛社のサンプリングなどもこの時間に実施

する。 

 

コーラスリサイタル  ターゲット：老若男女 

  １．実施目的 

高校生を中心とした合唱団の歌唱を聴いて、地域の方々に若者の日々の努力を見

ていただくと共に、前夜祭の気分を味わっていただく。 

２．実施内容 

市内の合唱団に歌唱して頂く。楽曲については指定しない。 
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パンフレット 
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