
まちなかコラボ企画 

フランス日和 ～マルシェ 2016（Fête Française à Hirosaki 2016） 

弘前グローカル・アクション主催 

弘前大学地域未来創生センター「弘前×フランス」プロジェクト 

在日フランス大使館/アンスティチュ・フランセ日本後援 

2016年度「弘前市市民参加型まちづくり１％システム」採択事業 

■2016.9.24(土)10:00～16:00＠弘前市下土手蓬莱広場 

■イベント参加総数 500 名＋連携者・スタッフ 32 名、アンケート回答者 404 名 

■画像等 

https://www.facebook.com/251112538270169/photos/?tab=album&album_id=113877943

2836804 

■フランス風のマルシェを通じた地域交流・国際交流、中心市街地活性 

・受付 10:00～16:00 

以下、配布物：アンケート（1 枚目アンケート協力者⇔試食・試飲券発行、2 枚

目アンケート協力者にくじを実施〔くじ中身：カヌレ、チョコレート焼き菓子、

クロワッサン、シードル、ひろさきゆかりちゃんシール〕）、当日パンフレット、

新聞（フランス直送便 vol.2）、チラシ（「弘前×フランス」プロジェクトって？

vol.3）、Tu sais, j'ai trouvé!「あのね、みつけた！」第 5 号、第 6 号 

・地域連携出店ブース（マルシェ） 10:00～16:00 

     野菜、果物、キノコ、りんご加工品、花、雑貨、フランス菓子類、フランス風軽

食、アイス販売など 

    ＊サポート内容：出店配置レイアウト、装飾（日本語/フランス語の値札など） 

・ワークショップ 10:00～16:00 

    10:00～16:00 フランス語で手作りカード 

        10:00～12:00 フェイスペインティング① 

    12:00～13:00 絵本の読み聞かせ① 

    13:00～14:00 フェイスペインティング② 

    14:00～15:00 絵本の読み聞かせ② 

・閲覧コーナー 

    フランス旅行、留学パンフ、書籍、漫画、テキスト等 

・ミニライブ   

    10:30～11:00 Bix&Marki① 

        11:30～12:00 詩の朗読① 

    13:30～14:00 Bix&Marki② 

    14:30～15:00 詩の朗読② 

・試食・試飲ブース 

    11:00～ フィナンシェ（le bourgeon） 

    12:30～ マドレーヌ（Bonjour!） 

        シードル（またはりんごジュース）＆チーズ 

    14:00～ カヌレ（石田パン） 

         シードル（またはりんごジュース）＆チーズ 

 

以下、アンケート集計結果 

https://www.facebook.com/251112538270169/photos/?tab=album&album_id=1138779432836804
https://www.facebook.com/251112538270169/photos/?tab=album&album_id=1138779432836804
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■その他感想／気づいた点 

・今後も期待しています（10歳未満女性） 

・パン屋が楽しかったです（10歳未満女性） 

・とってもたのしかったです（10歳未満男性） 

・とてもステキなイベントだと思いました。また来年参加します♡（10代女性） 

・弘大の Twitter をフォローさせていただいてます。とてもステキでおもしろい内容ばか

りで大好きです！今日、その先生にお会いしたかったのですが、見つけられず残念。来年も

開催予定であれば来ます！今日はとても楽しかったです。ありがとうございました。（20代

女性） 

・お疲れ様です。（20代女性） 

・とても楽しいです！（20代女性） 

・フランス語、日本語、津軽弁の読み聞かせがおもしろかったです。（20代女性） 

・けいおうの学生さんがやさしくてうれしかったです。おかしおいしかったです。無料でフ

ランスのものいただけて happyでした。またきたいです。（20代女性） 

・とても楽しいイベントだと思います。来年もお願いします。（20代女性） 

・イベントを派手にやって良いと思う（20代女性） 

・1%システムの活用をして、積極的にイベントを行うのは大切だと思います。がんばってく

ださい！（20代女性） 

・多世代交流の場はすばらしい（20代女性） 

・皆さん元気で楽しいイベントでした！（20代男性） 

・元気でよかったです（20代男性） 

・フランスと弘前を橋かけており大変尊敬します（20代男性） 

・とても大きなイベントだと思います（20代男性） 

・一生懸命計画準備したと思います。すごくにぎわいがあってよかったです。（30 代女性） 

・がんばってほしい（30代女性） 

・説明がきちんとしていて、立ち寄りやすい雰囲気でした。（30代女性） 

・対応が感じよかったです。（30代女性） 

・もう少し店があったらいいなあ（30代女性） 

・場所がもう少し、広いところだといいかなと思った。店も増えるとうれしい。ただおしゃ

れな感じは好きです。（30代女性） 

・準備等ご苦労さまでした。がんばってください。（30代女性） 

・上品な文化を作ってほしい（30代女性） 

・地域を盛り上げるためにがんばってください！（30代女性） 

・BGMがほしいです（30代女性） 

・蓬莱広場のみならず、やんちゃな活動と企画を期待します。（30代男性） 

・素晴らしいイベントです。（30代男性） 

・ステージをもっと目玉にしても良いと思いました。津軽弁×フランス語×共通語の発表は

verygood!（30代男性） 

・他の国もやってほしい。（40代女性） 

・主催者がイベントを楽しんでやると、来場者も楽しんでくれると思う。（70代男性） 

・がんばってください。応援しています。（40代女性） 

・アイディアがいいと思います（40代女性） 

・もっと出店数が多いといいかも（40代女性） 

・楽しかったです（40代女性） 



・皆さんが頑張っているのが良く分かり楽しめました（40代女性） 

・フランス語で呼び込み（あいさつ程度）があるとフランスっぽい雰囲気がもっとあったか

も（40代女性） 

・学生さんが親切に対応してくれたので、とても気分よく過ごせた。（40代女性） 

・とても好感をもてる対応をしてくれて良かったです（40代女性） 

・北五地区でのお知らせをもっと広くしてほしい。子供と予定を合わせて参加出来たら、と

思いました。（40代女性） 

・五所川原でも広告があれば子供たちも連れてきたかったです。（40代女性） 

・がんばってね。かならずできるよ♡♡（40代女性） 

・昨年より出店が増えていてびっくりしました。ゆっくり座れる場所もありくつろげる空間

づくりができていてとてもよかったです。（40代女性） 

・缶バッジかわいいです。売っていたら買いたかったな。もっとフランス感あっても良いと

思います。フランス行ってみたいなー。（40代女性） 

・もっと学生らしいイベントにしてもいいと思います。（40代女性） 

・ボランティアとしてお手伝いさせていただきました！すごく素敵な集いだなあとわくわ

くしました。みなさんお疲れ様でした！すごいですね！（40代女性） 

・出店のお店の名前一覧がなく Facebook等にも記載がなく残念に感じた。もっとアピール

したほうがよいと思う。（40代女性） 

・とてもよい企画だと思いますし、大満足でした。ありがとうございます。来年も是非！（40

代女性） 

・（いい意味で）もっと学生らしく、大人に出来ないようなイベントでもいいと思う。（40

代女性） 

・がんばってください。応援しています。（40代男性） 

・とても親切な対応でした（40代男性） 

・こういうイベントを開いてほしい。大規模なイベントでいいと思う。（40代男性） 

・がんばってください Bon courage（40代男性） 

・弘前らしいイベントだと思います。続けてください。（40代性別無回答） 

・学生さんがんばってください。（40代性別無回答） 

・元気が欲しかった（もう少し）。（50代女性） 

・とても楽しかったです。また来たいです。（50代女性） 

・ご苦労様です。がんばっていました。（50代女性） 

・フランスの方のライブを見られるのはめずらしい事。数少ない機会に感謝です。小物ブー

スも楽しかった。（50代女性） 

・続けることはよいことだ（50代女性） 

・展示にアランドロンを出しては？「フランス旅行の実際」どうやって出国してどうやって

入国してどうやって大聖堂・宮殿に着くのか（50代男性） 

・暑い中、ご苦労様。（50代男性） 

・お疲れ様です。楽しいです（50代男性） 

・楽しいイベントありがとうございました。（50代性別無回答） 

・アンケートを書く場所など受付でもう少し案内をしてほしかった。普段行かない地元のお

店が知れてよかった。協賛店にもいく予定です。（50代性別無回答） 

・ブラボー（50代性別無回答） 

・たのしいです（60代女性） 

・すばらしい（60代女性） 



・まだまだ知らない人がいっぱいいると思います。もっと市民の方へ知らせてもらっていい

と思います今以上に宣伝したほうがよいです。（60代女性） 

・フランスの香りを感じた（60代女性） 

・たのしいイベントです。ただ受付の場所がわかりづらかった。しばらくして引き換え場所

がわかった。くじを引く場所も…（60代男性） 

・ご苦労さまです。（60代男性） 

・みなさんはつらつとして輝いて応対してくれました（70代女性） 

・よくわかりません（70代女性） 

・学生さんいきいきとしてすばらしい（70代女性） 

・楽しかったです。老人には久しぶりに外国を感じました。老人会にも開催をお知らせくだ

さい。（70代性別無回答） 

・学生の若々しさに元気をもらいました（80歳以上女性） 

・とても楽しくいっしょうけんめいでした。（年代性別ともに無回答） 

・楽しそう（年代性別ともに無回答） 

 

 

 

 

 

■参考資料（当日配布した参加者アンケート） 

フランス日和 ～マルシェ2016（Fête Française à Hirosaki 2015）参加者アンケート 

2016.9.24 

 

本日は、「フランス日和～マルシェ2016（Fête Française à Hirosaki 2016）」に 

ご来場くださいまして、ありがとうございます！ 

 

★ 1枚目のアンケートにご回答下さい。 

→ 提出と引き替えに、試飲・試食券をお受け取り下さい。 

※フランス菓子の試食1回とシードル（またはりんごジュース）＆チーズ（ベル・ 

キューブ）1回にご利用いただけます。 

いずれも、なくなり次第終了となります。予めご了承下さい。 

 

★ 2枚目のアンケートにご回答下さい。 

→ 提出と引き替えに、くじ(抽選)を1枚お引き下さい。賞品多数（空くじなし） 

 

弘前大学フランス語ホームページ・オフ会活動 Cercle Francophone の活動

を引き継ぎ、地域志向型プロジェクト科目「地域と世界をつなぐ」履修生で立

ち上げた学生団体「弘前グローカル・アクション」が主催するイベントです。 

本年度も「弘前市市民参加型まちづくり１％システム」の助成ほか、多くの

方々のご協力を賜り、マルシェを開催することができました。 

皆様のご意見を参考に、よりよいイベントにしていきたいと思います。 

アンケートへのご協力をどうぞよろしくお願いします。   

 



・性別：□男  □女                   

・年代：□10 歳未満 □10 代 □20 代  □30 代 □40 代   

□50 代  □60 代  □70 代  □80 代以上 

 

・お住まいの地域：□弘前市内   □その他（           ） 

 

・職業：□小学生 □中学生 □高校生 □大学生（  学年）□自営業・自由

業  

□被雇用者（会社員・公務員・パート等）□その他（主婦・退職者等）  

 

・今回のイベントを知ったメディアは何ですか？（複数✓可） 

□ポスター □広報ひろさき □チラシ（「弘前×フランス」週間） □ラ

ジオ 

□新聞(新聞名：                ) □弘大フランス語ホームページ  

□弘大フランス語 Facebook □弘大フランス語 Twitter    

□人から聞いて □その他(                     ) 

 

・どのような興味からイベントに参加しましたか（複数回答可） 

□フランス文化への興味  □フランス語への興味 □交流への興味  

□「弘前×フランス」プロジェクトへの興味 

□その他（                ）  

・本日立ち寄ったブースは何ですか？ 

□地域連携ブース（出店） □メッセージカード作り □フェイス・ペイン

ティング  

□絵本読み聞かせ □ミニライブ □試食・試飲 

□閲覧コーナー □ペタンク紹介 □中三ガレリア展示 

 

・フランス文化を少し身近に感じることができましたか。 

□はい     □いいえ 

 

・昨年度の同イベント(2015. 9. 26)に参加しましたか？ 

 □はい     □いいえ 

※昨年度と何か違いが感じられましたか？ 

    □ は い   □ い い え  

（                        ） 

・今後同じようなイベントがあれば、また参加したいと思いますか。 

 □はい     □いいえ 

・学生運営についてのご意見、その他イベントのご感想、お気づきの点などご

ざいましたら、ご記入お願いします。 

 


