


■ 開催概要

■ 会計報告■ アンケート結果
䛆ධ䛇

䛆ᨭฟ䛇

䛆⩏㔠䛇

●開催日
　10 月 4日（土）　10:00 ～ 20:00
　10 月 5日（日）　10:00 ～ 17:00
●開催場所
　4日：中央公園プロムナード（千葉駅前大通り）
　5日：駅前地下歩道（クリスタルサブナード）
●同時開催
　BAY SIDE JAZZ　ちば楽市　（4日のみ）
●活動の成果と課題
　今年は日曜日が雨のため、出展者数・来場者数とも
に大きく減少してしまったが、出展者の申し込みは二
日合わせて80組もあり、今までで最高の結果であった。
また、来場者のグラフを見てもわかるように、例年に
比べて土曜日は 10 時から多くの来場者が訪れ、パラ
ソルギャラリー全体が常に賑わっていたことがわかる。
　課題としては、日曜日を地下道開催にする決定が遅
れてしまったために、出展者への連絡を徹底して行え
なかったことや、準備や片付けの指揮をしっかり取る
ことができなかったことが挙げられる。

　来場者・出展者ともに今年もパラソルギャラリーが
千葉駅前大通りの景観のイメージアップに寄与してい
ることがわかった。また特に印象の深い点では、来場
者が「出展内容」や「街路空間」、出展者が「賑わい」や「レ
イアウト」とそれぞれの目線に違いが見られた。
　出展者の出展動機としては自身の作品を見て欲しい
という方が一番多く、発信の場として捉えていること
がわかる。また売買については禁止すべきという意見
はなかったものの、パラソルギャラリー本来の趣旨を
忘れないよう今後も注意が必要である。

　今年も収入の面では、千葉駅前大通り景観形成推進協議会を始め、
千葉市の各団体からの協賛金と千葉市からの補助金を頂き開催する
ことができた。また、今年は日曜日が雨で駅前地下歩道開催になっ
たために出展数が限られ、出展料での収入が大きく減ってしまった。
　支出の面では、昨年の反省を生かし夜パラの電気工事範囲を拡大
したため支出が増加した。また今年は新規パラソルを購入できなかっ
たが、来年は早期から注文しておく必要がある。
　義援金は皆様のご協力のおかげで 77,720 円集まり、旭市と香取市
にそれぞれ半分ずつ寄付した。
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※５日 ( 日 ) は地下道
開催のため減少した。
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『千葉の秋　手づくりアートをみつけよう』
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←千葉駅 中央公園→
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ちば楽市エリア
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(  　   3：手づくり教室 )

・使用可能パラソル　：111本
・使用パラソル総本数：106本
・出展団体数　　　　：67団体

75：出展パラソル

  4：本部・インフォ
  2：みんなの声
  2：カフェ
  2：出展者配置看板
13：休憩所
  5：パラソルの道

■ 配置計画

■ 千葉駅前大通り景観形成推進協議会 ■ 広報活動について
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 　（　　2：手づくり教室）

・使用可能パラソル：111本
・使用パラソル総本数：49本

33：出展パラソル

  4：本部・インフォ
  2：みんなの声
  1：カフェ ( スタッフ物品含 )
  1：出展者配置看板
  3  : 休憩スペース
  4  : バックヤードスペース

ͤ

　４日は 106 本のパラソルを千葉駅前から中央公園まで
一体的に並べ、一つの通りとして連続性のある景観を作
り出すことができた。また、今年は音楽系の出展者も多
く、同時開催である BAY SIDE JAZZ を千葉駅側の最初の
位置に配置し、音楽による効果で多くの人を誘い込むこ
とができた。中央にはパラソルの「メッカ」を作り、ア
カペラとともに大きな休憩場所として一つの「賑わいの
ある景観」を作り出していた。出展数についても 1 日で
は過去最高であったが、まだ増えたほうがいいという意
見が多く、今後どのように拡大していくか検討したい。

　今年広報班では、お金のかからない新た
な広報を目的として活動してきた。具体的
にはインターネットに利用、メディアへの
プレスリリース、フライヤーを用いたプロ
モーションである。なかでも FaceBook は
3 月に開設してから 11 月までに 7,721 回も
のアクセスがあり、出展者や学生の口コミ
のツールとしても使われていたことがわか
る。また、プレスリリースも計5つのテレビ、
新聞、雑誌等に取り上げていただいた。ア
ンケート結果から開催についての情報源
は、口コミと市政便りの影響が強いが、来
場者や出展者が例年に比べて多かったの
は、こうしたあらゆる広報活動の成果とも
言えるだろう。今後も続けていきたい。
　また当日の広報物として新たに「出展者
紹介ボード」を作成した。作品の写真とコ
メントをまとめて掲載し、来場者に展示内
容をわかりやすく伝えることができた。

　2014 年も千葉駅前大通り景観形成推進協議会
に協賛を頂いた。同協議会は「誰からも愛される」
「親しみのある」駅前大通りの形成を目指して活
動している。今年も協議会のパンフレットとポ
スターを作成し、PR を行った。右記のグラフか
らは多くの来場者・出展者が沿道企業の参加を
求めていることがわかる。参加の仕方として、
企業の個性を活かした体験や販売を期待してい
ることがわかった。今後も新たな参加の仕方を
早期から検討していく必要がある。
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スタンプラリー

みんなの声

夜の音楽会

手づくり教室

オープンカフェ

同時開催

■ 企画内容

　パラソルギャラリー内にある６つのスタンプを集
めてもらい、本部で引換券と交換してから希望する
出展者のもとで景品を受け取る企画。出展者の方に
は５つ以上の景品を用意していただくようお願いし
ていたが、その負担も考慮し今後改善していく必要
がある。二日間で 359 の景品交換が行われたが、出
展者によってはすぐに景品がなくなってしまう場合
もあり、早いもの勝ちにならない工夫も必要ではと
いう意見もある。また、今年は各出展者が景品をわ
かりやすく展示してくださったおかげで、来場者の
方が選びやすかったと考えられる。

　昨年に引き続き、写真をコミュニケーションツー
ルとして活用した企画である。そして今年は新たに
出展者の作品をタイル状に掲示し、来場者にどの作
品が気に入ったか写真付きでコメントをもらうこと
でより作品に向き合ってもらうことができたと考え
られる。また展示方法も今まで使用していた三角柱
の板版から一新し、２本のパラソルの間をワイヤー
ネットで繋げることでより目を引くかたちで展示す
ることができた。また今年は子供連れを中心に写真
をお願いしていたが、来年以降より多くの世代の方
への実施を視野に入れて検討していきたい。

　今年も夜パラの開催時間に合わせて夜の音楽会を
実施した。演奏場所を２ヶ所設け、計５つの団体に
出演していただいた。「メッカ」の方の演奏場所では
プロの方に公演していただき、たくさんの方に楽し
んでもらえたが、パラソル 2 列配置の演奏場所の方
は歩行者から見えづらい位置になってしまった。演
奏場所については再度検討が必要である。また、５
日のことを考慮し急遽スケジュールを変更を行った
が、事前に顔合わせ等密に連絡を取り合っていたた
め本番はスムーズに進行することができた。今後は
雨の場合の対応も事前に話し合う必要がある。

　出展者の作品作りを体験できる新企画であり、出
展者と来場者の交流のきっかけづくりや来場者に作
品づくりの楽しさや難しさを共有してもらうことを
目的としている。今年は実験的に３名の出展者に協
力していただき、「ゴム鉄砲」「針金アート」「ビーズ
教室」の３つの教室を実施。二日間合わせて 51 名の
方に参加していただき、参加費は全て義援金に回し
た。当初は小さい子供たちが参加してくれることを
予想していたが、実際は大人の参加者も多く多世代
の方に楽しんでいただいた。今後は教室の種類や出
展者への特典、参加費、宣伝など検討していきたい。

　パラソルギャラリー実行委員会の方から休憩ス
ペースの充実に貢献できないかということで、今年
から始めた新企画である。オレンジジュースやサイ
ダー、コーヒー、お茶などをひとつ 70 円で販売し、
売上は義援金へと回した。保健衛生上カップに注い
で提供することができず、缶のままの販売となった。
二日で合計 96 缶と予想を下回る結果になったが展示
方法、配置計画、カフェ感の演出など様々なところ
で改善の余地がある。また飲み物だけでなくちょっ
としたお菓子も販売できればという意見もあり、合
わせて検討していく必要がある。

　今年は BAY SIDE JAZZ、ちば楽市との同時開
催を行った。千葉駅側最初の出展場所になると
ころで BAY SIDE JAZZ の方に 1 日中演奏をして
いただき多くの方が留まって聞いている様子が
伺えた。また、ちば楽市の方にはパラソルギャ
ラリーへの景観に配慮をいただき使用するテン
トを白に統一していただいた。せっかくの同時
開催であり、もっと早い段階から 3 者で話し合
う機会を設けていれば、より協力し合えたので
はないかと考えられる。今後は早期から連絡を
取り合い、情報交換していく必要がある。
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