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ABOUT have a Yokohama
HAVE A have a Yokohama.
I AM HAMAKKO.
WHAT'S HAPPENING IN YOKOHAMA?
LET'S GO ON A FIELD TRIP!
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YOKOHAMA BOOKS
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have a Yokohamaとは [ABOUT have a Yokohama]

工事用仮囲いを活用して横浜の魅力を発信するメディア、「 have a Yokohama 」。市民、行政、企業、団体を巻き込んだ一大プロジェクトの全容。

1

CONSTRUCTION
FENCE MEDIUM
OF YOKOHAMA,
BY YOKOHAMA,
FOR YOKOHAMA
“横浜だからできた” 工事用仮囲いから地域情報を発信する

2

フィ、イラストレーションなど、各人の持つ個性と技術を発揮して
もらいながら、時にユーモラスに、時に実験的に、各テーマを表
現してもらいました。
記事面では、3つのテーマで連載記事を掲出しました。横浜で
活躍する方を紹介する「私、横浜人です」、横浜で起きている市民
や企業の活動などを紹介する「横浜のコト」、そして地元メディア
の提供記事を載せる「知りたい横浜」。告知面では工事状況を伝
える「仮囲いの向こうから」、駅周辺や市内のイベント情報を届け
る「エキチカイベント」などを掲出。人通りの多い場所に記事が掲
出されるとあり、紹介された人やコトには、さまざまな反響があった
ようです。他にも、SNSでの投稿を通じて画像を募集し、優秀作
を選出する「仮囲い賞」や企業とのタイアップ広告など、まさに
雑誌のような編集形態でありながら、読者との双方向なコミュニ
ケーションや、コラボレーションなど、多様な人が参加できる誌
面構成を目指しました。

仮囲い編集室
駅の屋内外にわたる仮囲いに、have a Yokohamaで実現さ
せたような、大きな面積のグラフィックを施すにあたっては、「屋
外広告物条例」というハードルがあります。一般的に、屋外の公
共空間における大面積での広告掲出には、自治体により、まちの
景観を良好なものとするための制限が設けられています。例えば、
広告の色づかいが派手になりすぎたり、広告が乱立してしまった
り、公共の場に適さない表現とならないように、掲出面に対する
広告の面積や色彩が制限されていることが多くあります。しかし、
それらの制限は魅力的な景観をつくるデザインの足かせになる
可能性もあります。本来的に目指したい良質な景観のデザインと、
制限が合致しないこともあるのです。
今回のケースでも、「横浜を体験する」ために思い描く情報発

横浜駅の駅ビル「横浜CIAL」が新駅ビル造成のため2011年に

誌面そのものから「横浜を体験できる」メディアとなってほしい

信のスタイルと量は、横浜市が一般的に設定している屋外広告物

閉店すると、横浜駅西口はシャッターや工事用の仮囲いパネル

という願いが込められています。副題は「YOKOHAMA LIVE

条例とは合致しないものでした。そのため、have a Yokohama

に覆われて、どこか無機質な風景になってしまい、通路を人だけ

COLLECTION」。横浜の魅力的な生きた情報を集積して誌面か

のプロジェクトを立ち上げる際、横浜市内の景観に大きく関わる

が忙しく行き交っていました。

ら発信するため、地元のクリエイターやメディアとコラボレーショ

デザインの質を管理する、都市整備局内「都市デザイン室」と協

ンを実現してきました。

議を重ねる必要がありました。協議の結果、JR 東日本が総括す

そして2015年の冬、西口の工事用仮囲いに突如、「お気に入

る「横浜駅西口仮囲い編集室」を設け、まちの景観、まちづくり、

りの朝」と題され、横浜の朝の風景を写した巨大な絵画のよう

have a Yokohamaは、季刊誌のように約3ヶ月ごとに情報を

な写真と、雑誌のようにレイアウトされた記事が掲出されまし

更新してきました。変わり続けるということは、他地域の仮囲い

デザインの観点で見識のある有識者に、アドバイザリー部門のメ

た。そこには「have a Yokohama 創刊号」という文字が。およ

プロジェクトとは大きく異なるチャレンジでもありました。動き変

ンバーに加わってもらい、行政（横浜市）とともに企画やデザイン

そ3ヶ月に一度の頻度で発行される、仮囲いメディア「have a

化し続ける横浜駅と同様に、号ごとに新たなテーマを掲げ、地元

を審査する「編集会議」を開くことで、屋外広告条例に対する特

Yokohama」の誕生です。季節が変わると、「誌面」は全面貼り

クリエイターや企業、団体、メディア、市民と一緒に、横浜の価値

例を適応する、規制緩和措置を取っています（＊2、＊3）。この編

替えられ、ある時は真っ赤な文字が踊り、ある時はカラフルなイ

あるモノ・コトを選定して、テーマに合った形で編集します。春な

集室体制による結果として、クリエイターはより自由でインパクト

ラストで埋め尽くされ、全15号にわたり、横浜の名所、名品、名産、

ら「横浜集合！（02号）」、夏なら「海を見に出かけよう（03号）」

のあるデザインをのびのびとした大面積で発信でき、行政は横浜

名人などを紹介。西口の新しい開発ビル「JR横浜タワー」が完成

など、季節に合わせたテーマや、全国都市緑化よこはまフェアを

の魅力発信を効率的に行え、誌面づくりに協力する市民や企業、

する2020年まで、行き交う人々の目を楽しませました。

取り上げた「はなのあるくらし（06 号）」3年に一度行われている

地元メディアなどの方々にとっては、日々多くの方へ情報を届ける

アートフェスティバル横浜トリエンナーレを応援する「ヨコハマ・

ことができる、
「三方良し」の枠組みをつくることができました。

横浜を体験する仮囲い

エキ・トリエンナーレ（08号）」など、市内で行われた催しに合わ

「have a Yokohama」には「横浜を体験する」という意味が

せたテーマを設定しました。

横浜の、横浜による、横浜のためのメディア

込められています。「Have a good day.（良い１日を）」、
「Have

誌面の構成は「特集」「記事」「告知」の3 種に大きく分けられ

have a Yokohamaは、誌面づくりを進めるの中で、できる限り

a nice trip.（ 良い旅を）」などのような、あいさつの響きをも

ます（＊1）。各号で最も多くの面積と労力が費やされた特集面で

多くの市民、団体、企業の方々との関係を築いていきたい、という

つ言葉をタイトルにすることで、目にした人に「横浜で時をすご

は、横浜を拠点に活躍するクリエイターに声を掛け、毎号のテー

大きな目的をもったプロジェクトでした。これまで誌面上に取り上

してほしい」と語りかけるような想いと、仮囲いに掲出された

マをクリエイター独自の視点で解釈してもらい、写真、タイポグラ

げてきた団体、企業は約180、掲載させていただいた市民の方は
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掲載されているアートワーク、記事、写真の一部は2015年から2020 年に横浜駅西口の工事用仮囲いに掲出されたものです。一部再構成しております。無断転載、引用等を禁じます。
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＊1

記事

私、横浜人
です

横浜の
コト

特集

知りたい
横浜

市民投稿
仮囲い賞

特集面

1.

告知

エキチカ
イベント

創刊号 [GOOD MORNING YOKOHAMA! お気に入りの

朝 ] 掲出風景／2.

仮囲いの
向こうから

SNS 投稿画像。02号 [COME TOGATHER IN
YOKOHAMA! 横浜集合！]ではたくさんの集合写真が寄せられた／
3. 04号[YOKOHAMA BLUE ヨコハマ・ブルー]掲出風景。手前に

広告
告知

記事、奥に特集のグラフィックがあり、雑誌のような仮囲いを目指し
た／4.

06号 [LIVING WITH FLOWERS はなのあるくらし] に寄せ

られた、地元小学生からの贈り物
毎号のテーマに合わ

毎号のテーマに合わ

テーマに沿って地域

横浜の魅力的なコンテンツを集

SNSで募集した画 駅周辺や市内で、掲 新駅ビルの工事状 地元 企業とのタイ

せて選定した横浜の

せて、市内の市民・

メディアに提供いた

め、横浜を中心に活躍するクリエ

像を掲出。優秀作は

載時に行われるイベ

キーパーソンを紹介

企業の活動を紹介

だいた記事を掲載

イターが独自の視点で表現する

「仮囲い賞」を授与

ント情報を紹介

況を紹介

アップ広告や次回
予告など

＊1

have a Yokohamaの誌面構成。特集、記事、告知に大きく分

けられ、毎号のテーマに合わせたコンテンツを盛りだくさんに紹介／
＊2

＊2
魅力発信
市民・駅利用者

SNS 投稿
場の提供
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地元クリエイター
企業・団体
メディアなど

協力
情報提供

横浜駅西口仮囲い編集室
総括

施工管理

JR 東日本

ジェイアール東日本企画

コンテンツ制作部門

STGK
NOGAN

700名以上、SNS投稿数は約1400（＊4）にものぼります。取材協
力、撮影協力、特集面への掲載協力や、SNSを通じた画像の募集

助言

アドバイザリー部門

NDCグラフィックス
横浜国立大学
セルディビジョン

中川憲造
野原 卓
岩谷真史

have a Yokohama の体制組織図。有識者と行政の審査会

を設けることで、特 例により大面積での情報掲示を実現している
／＊3 横浜市屋外広告物条 例 第 19 条／＊4 2020 年時点で、
facebook、instagramに応募したいただいた画像投稿数の概算値
／＊5 2015年創刊時の概数値。長さは工事状況により可変。仮囲
い全体の中から約 70mが have a Yokohama の掲出面となる

場の提供
規制緩和
情報提供

行政（横浜市）

この提案を聞いた、新駅ビル開発チームのリーダーである東日本

変化に値する場所、横浜駅

旅客鉄道（ JR 東日本）の木村一哉もまた、事業主として、この開

はもちろん、特集面に載せる写真撮影のためのモデルを一般の方

1日に平均約220万人、年間約8億人以上が利用する横浜駅。

から募集したり、クリエイターを講師としたカメラのワークショップ

ひと駅に乗り入れる鉄道事業者は日本最多の 6 社局で、国内屈

を開催し、撮影した写真を誌面に載せるなど、誌面と地域との相

指のターミナルステーションです。日本の鉄道発祥の地でもある

仮囲いでは、事業者からのメッセージを載せたり、その場所にま

互的なつながりをつくる取り組みを続けてきました。

横浜ですが、1872年に開業した初代横浜駅は現在の桜木町駅

つわるグラフィックで彩ったり、壁面緑化を施すなど、各地でさま

にあり、当時は新橋ー横浜間をつなぐ蒸気機関車が運行してい

ざまな取り組みがなされています。ファッションビルの仮囲いでは、

ンテンツがあること、多くの方に前向きに取り組んでいただけた

ました。その後1915年には2代目横浜駅駅舎が現在の高島町に、

大規模な広告的仕掛けを行うことも珍しくありません。横浜なら

こと、そして掲載されることにちょっと特別な喜びを持ってもらえ

1928 年には3代目横浜駅駅舎が現在の横浜駅の位置に移りま

ではの取り組みもできるはず。こうして、無機質な仮囲いの景観を、

たことを実感してきました。自分の暮らすまちの駅に、自分の写

した。1915年以来、実質1世紀以上という長い期間、駅構内や周

何百万という人に横浜の魅力を伝え、横浜駅や横浜市全体の価

真や名前や活動が掲出されることは、例えば小学生の頃に描い

辺のどこかで工事が続けられている横浜駅は、利用者にとっては

値向上を図るプロジェクトhave a Yokohamaが、社会的メディア

た絵が絵画コンクールで賞をもらった時のような、どこか気恥ず

「いつまでも完成しない駅」かもしれませんが、それだけの予算を

の新たな挑戦としてはじまったのです。

かしく、誇らしい気持ちになることでしょう。SNSに投稿した写真

費やし、絶えまなく変わり続ける価値のある場所とも言えます。

プロジェクトを進めていく中で、横浜にはたくさんの価値あるコ

や好きなスポーツチームが載った仮囲い面を見つけ、その様子を
撮影してまた投稿するなど、編集室として嬉しい反応がたくさん

発行為により決して短くない期間、駅のにぎわいが失われた「仮」
の姿も良いのだろうか、と、同じ悩みを持っていたのです。

have a Yokohamaの地域を巻き込んだ取り組みは、念願だっ
たグッドデザイン賞2018 地域・コミュニティづくり部門をはじめ

「仮」の景観をポジティブに読み換える

とするいくつかの賞を受賞し、嬉しい評価をいただいています。

ありました。特に嬉しかったのは、横浜駅に最も近い青木小学校

have a Yokohamaプロジェクトが始動したきっかけは、西口

の校長先生からのお声がけにより実現した、2016 年度卒業生か

に建てられる新しい駅開発ビル工事でした。新駅ビルは地上 26

らの贈り物。卒業生全員の合作により、06 号のテーマに合わせ

階、地下 3 階、高さ約135mの高層ビルで、駅構内や周辺施設と、

た横浜と花の絵をプレゼントしていただき、制作風景とともに掲

地上地下の複数箇所で接続。そんな大規模開発の工事期間は

のアトリウムには、開業を記念した企画として、13号の特集で登

載させていただきました。

約5年間。その間、工事エリアは「仮囲い」と呼ばれるアルミ製の

場した缶のイラストが3Dになって展示されたり、04号、05号で特

これからのhave a Yokohama
2020 年、仮囲いは撤去されましたが、完成したJR 横浜タワー

編集会議の中ではよく「横浜だからこそ実現できた」という言

白いパネルによって閉ざされ、そのサイズは高さ約3m、長さは約

集した、ヨコハマブルー&レッドも再登場しました。4 年半の活動

葉が交わされていました。横浜は東京 23 区を除く政令指定都市

180m（＊5）にも及びます。日々膨大な利用者が通るかたわらで

を通じて得たつながりは、新たな舞台で活かされていきます。そし

の中で最も多くの人が住む大都市ですが、実際に暮らしてみる

行われる駅工事では、粉塵や資材や騒音の流出を防ぎ、利用者

て横浜駅では「YOKOHAMA Station City（YSC）」という新し

と、はじめて会う人も意外と生活圏が近かったり、適度なローカ

の安全を守る仮囲いは、絶対に欠かせないものです。

いタウンマネジメント組織が立ち上がり、これまでの交通、生活

ル感があったり、横浜独自の文化を大切にしていたり、横浜のた

しかし「仮」というには5年はあまりにも長い。この間中、横浜の

めに何かしたいと思う人が多くいたりと、地元の柔らかなつなが

玄関口は、無機質な工事用の白いパネルに支配されることにな

拠点から、横浜の玄関口として、創造的な横浜を発信する場所と
なるための活動がはじまろうとしています。

りや地元愛を感じるまちでもあります。have a Yokohamaがは

ります。そんな「仮の景観」を危惧していたのは、当時、新駅ビル

じまった当初は、新駅ビルの工事が完了するまでの5年間、プロ

共用部空間のデザインを担当していたSTGK代表の熊谷玄でした。

取り組みと同様に、横浜の魅力を創造的な方法で発信していきた

ジェクトを完遂できるかわからない状態でしたが、取り組みが市

横浜市出身で、小さい頃から横浜駅を利用していた熊谷は、駅の

いと考えています。have a Yokohamaを通じて、横浜ってステキ

民の方へ徐々に認知され、横浜への想いを持った方々が集まり、

ように多くの人が行き来する場所では、仮囲いは使い方によって

な街だなと感じていただけるように、また、横浜を愛する方、横浜

ファンともいうべき方の暖かい応援と期待があったことが、「横

は多くの人に語りかけることのできるポテンシャルを秘めた、巨

のために何かしたいという方がアクションを起こすプラットホーム

浜による、横浜のための」メディアとして、最後まで走りきるため

大なキャンバスなのではないかと考えました。横浜駅の仮囲いで

となれるように、楽しい企画を準備しています。仮囲いを離れ、新

の最も力強い推進力となりました。

何かできないかと考えた熊谷は、仮囲いの活用企画を考えました。

たな場所でみなさまとまたお会いできる日も遠くないでしょう。

3

have a Yokohamaは今後、YSCのもとで継続され、仮囲いでの

4

3

横浜を体験する [HAVE A have a Yokohama.]
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横浜を中心に活躍するクリエイターが、毎号各々の独創的な世界観で横浜を表現してきた特集面。全15号の中でも特に熱を帯びた作品群を紹介します。

掲載されているアートワーク、記事、写真の一部は2015年から2020 年に横浜駅西口の工事用仮囲いに掲出されたものです。一部再構成しております。無断転載、引用等を禁じます。
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vol.02
COME TOGATHER IN YOKOHAMA!
［横浜集合！］
2016 SPRING

「アウト！セーフ！」真っ青に開かれた空の下、楽しそうな歓声
が聞こえてきそうなこのシーンは、have a Yokohama 02号の特
集面として「横浜集合！」をテーマに撮影された作品群の中の1枚。
横浜スタジアムの他にも、お花見の名所である根岸森林公園、野
毛・都橋の飲み屋街、元町のショッピングストリート、みなとみらい
のオフィス街など、横浜でたくさんの人が、それぞれ違った目的で
集まる場所を紹介しました。
創刊号にひきつづき、クリエイターとして特集面をつくっていた
だいただいたのは、アートディレクターの427FOTOさん。写真撮
影だけでなく、企画段階から徹底した「画創り」を構築し、独自の
世界観で写真を撮っていただきました。

427FOTOさんの写真は構図、色、モデルのポージングや表情、
背景にいたるまで、高い密度でつくりこまれていますが、全くの「つ
くりもの」というよりは、日常のすぐとなりにある、偶然が重なって
起きた「奇跡」のようにも見えます。飲み屋街で酔ってよろめいた
女性を受け止めたらフラメンコのようになってしまったり、みなと
みらいの細長い通路で社員全員が並んだらチューチュートレイン
になってしまったり。パフォーマーで振付家の歌川翔太さんによる
ポージングの演出もコミカルなアクセントとなり、時間性や音楽も
感じさせる、まるで1枚の劇場のような作品たちは、仮囲いでも大
いに映えました。
モデルを買って出てくれた方の一部は、SNSなどで文字通り「み
んな集合～！」という呼びかけに応じてくれた一般市民の方々。数
えてみたら、02号だけで（他の記事も含め）総勢150名もの方にご
協力いただきました。仮囲いを通じて集まった、一期一会のチーム
での集合写真。それこそ、偶然から生まれた「奇跡」のような体験
上

横浜スタジアム

となりました。

下（左から） 根岸森林公園
野毛・都橋
横浜元町ショッピングストリート
みなとみらい

DIRECTION &
PHOTO

427FOTO（ヤマワキタカミツ）
横浜市生まれ。写真家 野村浩司氏に師事。常
にエンターテインメントに軸足を起きながら
様々なプロジェクトの企画立案から関わり、
『画創り』全般のアートディレクションを行
う。映像・写真制作では、ファッション・ポー
トレートなどモデルや女優など女性を中心に
撮影し濃厚で独特な世界観を構築。どんな
被写体でもスタイリッシュに官能的に表現
する。

https://427foto.myportfolio.com/
CHOREOGRAPHY

歌川翔太
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vol.04
YOKOHAMA BLUE
［ヨコハマ・ブルー］
2016 AUTUMN

vol.05
YOKOHAMA RED
［ヨコハマ・レッド］
2016 WINTER

「横浜のイメージカラーといえば？」と聞かれたら、横浜市民の

8割が「ブルー」と答えるそう。確かに、港町である横浜には広い
空と海の景色が広がり、ブルーライン、ブルーブルーヨコハマ、ブ
ルーダル君など、ブルーの名前がついたり、青色を施されたものが
たくさんありますよね。
もうひとつ、横浜のイメージカラーとして外せないのは、横浜の
「レッド」。意外かもしれませんが、横浜が舞台となった童謡「赤
い靴」、赤レンガ、横浜が国内での発祥の地であるトマトやナポリ
タンなど、横浜の赤は歴史、食、文化を感じさせる色として、街中
で数多く見つけることができます。

04号、05号の特集面では、横浜のイメージカラーシリーズとし
て、
「ヨコハマ・ブルー」と「ヨコハマ・レッド」をテーマに、横浜の
青と赤を50ずつコレクションしました。クリエイターは横浜を中心
に活躍するグラフィックデザイナーの相澤さん。新しいけど歴史も
ある、スマートだけどどこか素朴、そんな横浜の2面性を、2種類の
書体で表現したタイポグラフィーによる作品は、約30m×約3m
の大面積で仮囲いを覆い、あまり体験したことのない、圧倒的な
色の力を見せてくれました。パズルのように埋め尽くされた大小の
文字を近寄って読んでみると、横浜を代表する青や、実は毎日目
にしている青、初めて知る赤や、思わず膝を打つ赤など、横浜の魅
力を丁寧に、そして大胆に描く、発見に満ちた作品となりました。
ヨコハマ・ブルー&レッドは編集室界隈でも「見たよ！あの赤い
仮囲い」と話題になりましたが、国内外でも高く評価され、
「日本
タイポグラフィ年鑑2018」の環境・ディスプレイ・サイン部門ベス
トワーク賞をはじめ、いくつかの賞もいただきました。魅力ある横
浜のコンテンツを、独自の視点で楽しくコレクションして、紹介し
て、体感する、have a Yokohamaが目指す紙面づくりを体現し
た一作です。

DIRECTION &
DESIGN

相澤事務所
グラフィックデザイナー・相澤幸彦が主幹
するデザインスタジオ。横浜を拠点に 2004
年に設立され、国内・海外にてロゴや広告
をはじめ、書籍やパッケージ、イラストレー
ション、サイン計画など、グラフィックデザ
インを中心とした幅広いアートワークに携わ
る。2015 年より相澤事務所ベルリンオフィ
スも加わり、さらに活動の幅を広げている。

PHOTO

菅原康太
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vol.13
YOKOHAMA HOZONHOZON®
［横浜の、後世にのこしたい 99 のヒトモノコト］
2018 WINTER - 2019 SPRING

開港の時代から現在にいたるまで、横浜の地で生まれ、育ま
れ、親しまれてきたものたちがあります。いくつかは全国に名を知
られるほど有名になったり、また惜しまれつつもその歴史に幕を
閉じたものも。開港後間もない横浜ではじめてつくられたビール、
名曲を生み出した海沿いのカフェ、ハマトラブームを巻き起こした
元町のショップ、失われた伝説のホテル…。それらは全て、横浜の
歴史の中で、確かにひとつの時代をつくりあげてきたもの、あるい
はこれからもつくりあげていくであろうものたちです。

YOKOHAMA HOZONHOZON®は、横浜出身のアーティス
ト、吉水卓氏がライフワークのひとつとして描きつづけていた作
品で、誰もが納得できる横浜を代表するものから、幼少時代を横
浜で過ごしたアーティストの私的な思い出のあるものまで、後世に
語り継いでいきたい横浜のヒト、モノ、コトを、保存用の缶のラベ
ルとして描いて封入するプロジェクトです。吉水氏が独自のタッチ
で描く、ユーモラスで愛らしい、カラフルなラベルの数々は、仮囲
い面いっぱいに99 個並んだ景色も壮観でしたが、是非見て欲し
いのはそれらひとつ一つの密度の高さ。多彩な書体はデザイン性
に富み、独自のテイストに変換されたキャラクターのようなモチー
フには、思わずクスッと笑ってしまうコメントが添えられてるものも
あります。
これらのイラストは掲出と同時に SNS で無料公開され、お気入
りの缶を写真に納めて S N S にアップしたり、真似してオリジナル
のラベルを自作するファンの方が現れたりと、大きな反響もありま
した。
開業まで残り1年をきって、横浜駅西口に新たな歴史を刻む新し
い駅ビルの姿がいよいよ見えてきた頃、駅を行き交う人たちを釘
付けにしたこの作品は、クリエイターや作品に出会った横浜市民
たちの「横浜愛」が詰まった、have a Yokohamaの集大成とも
いうべき作品となりました。

DIRECTION &
ILLUSTRATION

吉水

卓

米国フィラデルフィアにて、総合芸術を学ぶ。
帰国後、デザイン事務所「株式会社スイミー
デザインラボ」を設立。近年は日本を代表す
るアニメーション作品とのコラボレーション
アートを発表。また、MoMA Design Store
でのライブペイントなど、アートとコマーシャ
ルの境界線無く活動。独特なタッチの絵は
国内外で評価されている
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GOOD MORNING YOKOHAMA!
［お気に入りの朝］でご紹介

FMヨコハマパーソナリティー

栗原治久さん

text: Ayako Tomokawa / photo: Kota Sugawara

毎号のテーマに合わせて、横浜のキーパーソンが横浜への想いを語る「私、横浜人です」の一部をご紹介。
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みなとみらいを望むスタジオから

YOKOHAMA BLUE
［ヨコハマ・ブルー］でご紹介

NDC グラフィックス

中川憲造さん

vol.

06

LIVING WITH FLOWERS
［はなのあるくらし］でご紹介

BALANCE FLOWER SHOP

西澤

力さん

お店の隣の横丁にて。手にしているのは、シックな色合いの
春の花々。

ペリーと一緒に来航したダルメシアンの子孫というストー
リーをもつキャラクター「ブルーダル」と一緒に

What ’
s up!? 今日をはじめる準備はできた ?

ヨコハマブルーは土地が生み出した色

花束は想いと花の息吹がつくる、瞬間の表現

目覚ましのラジオから聞こえてくる、いつもの番組。
「うーん、昨夜は

横浜を色に例えると？ 「ブルー！」って、約 8 割の人が答えるそう。

贈る相手の笑顔、パッと明るくなった部屋。花屋の扉を開ける時

飲み過ぎたかも、ポップな音楽が頭に響くなぁ」、
「おっ、このジョー

『ブルーライト・ヨコハマ』という曲のイメージ？ でも、このまち

に思い浮かべるのは、誰かと過ごす特別な時。人はなぜ、想いを

ク、笑えるじゃん、あとで使っちゃおうかなぁ」なんて、心の中でつぶ

のカラー、誰かが意図して作ったものではないのです。「エネル

花に託したくなるのでしょう。街角のフローリストは、訪れた人の

やきながら聞いている人、多いんじゃないですか？ ラジオの向こうの

ギーの溢れる港に、知的な人々が集まっているのが横浜らしさ」

気持ちを表してくれる場所。季節ごとに咲く花を、
「美しいもの」と

あの人は、いつもの声で、なんだか安心しますよね。FMヨコハマのス

と、色の名人であるデザイナーの中川さんは読み解きます。広がる

しておすそ分けしたくなったら、お花のシェフがここで素敵にアク

タジオがあるのは、窓からみなとみらいの観覧車が見えるランドマー

空と海に、和と洋、パワーと知性という異なる個性が響き合う色。

セントをつけてくれます。フレッシュな花と色彩で束ねるブーケは、

クタワー。今朝もあの人は、ベイブリッジのむこうに昇る朝日を、実況

それが、ヨコハマブルーなのですね。

料理のような瞬間の芸術表現です。

PROFILE デザイン・プロダクションNDCグラフィック代表として、横浜を拠点に20年以

PROFILE 関内のフローリストBALANCE FLOWER SHOPのオーナー。アート分野に

上活動を続けるデザイナー。横浜ランドマークタワー造成時の工事用仮囲いや
公共機関、ブルーダルグッズなどの横浜土産といった、横浜の都市景観や文化
を象徴する数々のデザインを手がけてきた。
「横浜を色で表すとブルーというの
は当初から直感的に感じていた」そう。デザインは人を幸せにするもの。もう一
度、大学に行くなら「歴史」を学びたい。
（中川氏は2019年に逝去されました）

も深い造詣をもち、抜群のセンスで店を訪れる人の気持ちにフィットした花
の表現に注力する。店では無理な加工や着色をしていない、自然なままの美
しさを称える生花を扱う。花を贈る行為は、原始から続く人の想いの表し方
のひとつ。気持ちの伝え方は様々だけれど、花を選んでくれた人の想いを、
よりよく形にするために、最大限のパフォーマンスを発揮したい。

ndc-graphics.jp

balance045.exblog.jp

中継してくれています。最高の“おはよう”は、ラジオからも。
PROFILE FMヨコハマの朝の看板番組、「MORNING STEPS」パーソナリティー。
2001年から横浜の朝を伝え続けて同局朝番組の最長放 送期間記録を
更新。スタジオにむかうタクシーで通る、始 発電車が動き始めるころの
桜木町の、ゆるい表情が好き。

fmyokohama.co.jp

vol.
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YOKOHAMA EKI TRIENNALE
［ヨコハマ・エキ・トリエンナーレ］でご紹介
ヨコハマ・パラトリエンナーレ総合ディレクター

栗栖良依さん

アーティスト・黒田恵枝さんの作品とコラボした杖を携えて

vol.
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HAVE A DELICIOUS YOKOHAMA
［おいしい横浜をめしあがれ］でご紹介
岩井の胡麻油株式会社

岩井理恵子さん

岩井さんのふくふくしたお肌は、毎日摂っている胡麻油から
場所提供：瀬谷区 あじさいの里

vol.
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YOKOHAMA HOZONHOZON®

［横浜の、後世にのこしたい 99 のヒトモノコト］でご紹介
クレイジーケンバンド

横山

剣さん

マリンタワーも赤レンガ倉庫も、現役稼働しているビンテー
ジってのがかっこいいよねと剣さん

アートは多様性ある社会と
平和への架け橋に

伝えることを、
いちから考えた
手間をかけた食文化の尊さを

本能的にスパークしたもんがね
ダサい時代も経て残っていくんだよ

面白い社会って、どうつくる？障害という特別な個性と多様な分

香ばしい黄金色。台所にいつもある胡麻油について、誰もが詳し

後世に受け継がれるものをつくろうと思ったら、やらしいんだよ。

野のプロが出会う、ヨコハマ・パラトリエンナーレはひとつの答え。

いわけではありません。けれどひとたび、伝統ある製造方法や美味

生み出すときは瞬間で最新なの。それが数十年後には重厚感だの

互いに触発されて生まれる実験的なアートの数々は、社会の障害

しいレシピ、良質な油が持つ身体への恵みを知ったら、黄金色のし

色気が出てカッコいいものになる。捉える側のセンスとか俯瞰も

を未来の平和につなぐエネルギーに変換できる。アートの自由さは、

ずくが魔法のエッセンスに思えてくるはず。横浜の老舗胡麻油屋の

必要。なんでもね、調和すりゃいいってもんじゃなくて、違和感に

おおらかな人とまちを、もっと育てていける土壌でもあるのです。

「伝える」担当は、食への「ありがとう」を思い出させてくれるのです。

魅力があるんだよ。ある年代がきたら分かるってモンがあってさ。

PROFILE ヨコハマ・パラトリエンナーレディレクター。子供の頃から世界平和を祈るオ

PROFILE 創業安政四年（1857年）の老舗、岩井の胡麻油株式会社で広報を担当。サ

PROFILE 東洋一のサウンド・マシーン！1997年に本牧のアメリカンバー「イタリアン

リンピックの開会式に憧れ、いつか自分も手掛けたいと国内外でスキルを磨
いてきた。2010年の横浜ランデヴープロジェクトディレクター就任をきっか
けに障害とアートの協働のあり方を模索。2020年東京オリンピック・パラリ
ンピックを、障害者の持つ可能性を活かせる社会へと、人や意識が変化す
るきっかけにしたい。

ラリーマン家庭に育ち、「ごま油屋の娘」だなんて思っていなかった子供時
代と、アパレル関連の仕事をしていた社会人時代から一変。以前は親族が経
営していた同社に入社して、社長に就任した父とともに、一般には知名度が
低かった横浜産の胡麻油が、地域の人々の食卓に届くよう、丁寧な広報活
動を展開している。旬の夏野菜に塩と胡麻油ひとかけがおすすめの食べ方。

ガーデン」にてクレイジーケンバンドを結成。人間模様が重なる港文化の
魅力を映す、ソウルフルでオリエンタル、自由闊達な音楽を生み出し続けて
いる。中学時代に購入したクルマ雑誌をいまも愛読するほどの、クラシック
カー好き。愛車で走る土地の“記憶”が曲作りのインスピレーション。名曲
「タイガー＆ドラゴン」は、横浜から横須賀までのドライブ中に閃いた。

paratriennale.net

iwainogomaabura.co.jp

crazykenband.com
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横浜のコト [WHAT'S HAPPENING IN YOKOHAMA?]

LET'S GO FOR A WALK TO SEE THE OCEAN.
［海へ出かけよう］でご紹介

ヨコハマ海洋市民大学

「横浜のコト」では街を楽しむための市民活動や、ステキなコトを生み出してきた企業・団体を紹介しました。

vol.
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YOKOHAMA RED
［ヨコハマ・レッド］でご紹介

スーパーレンジャー
横浜市消防局特別高度救助部隊

vol.

05

text: Ayako Tomokawa / photo: (03,05,10,11,12) Kota Sugawara

YOKOHAMA EKI TRIENNALE
［ヨコハマ・エキ・トリエンナーレ］でご紹介

関内外 OPEN!

vol.

08

定例のミーティング場所「万国橋SOKO」バルコニーにて

「SR」と書かれた特殊災害対応自動車と特殊装備で、現場に駆けつけます

関内外OPEN!8 ―道路のパークフェスより

海を学んで、友達 100人できるかな ?

真っ赤な車体は、
みんなの“お守り”

ダイナミックに街と遊ぶ達人たちと、
さあ一緒に！

さぁ、海に出かけよう！という、その前に、ハマの粋な大人が集う、

市内の火災のみならず、全国の大規模災害復旧や伊勢志摩サミッ

趣のあるビル、路上、仕事場。クリエイティブなセンスがあれば、い

海の部活動に参加して、もう少しだけ、海に詳しくなってみません

トの警備などでも活躍する消防のエキスパート・機動特殊災害対

つもの街が、お祭りみたいに楽しくなる。横浜は、見過ごしがちな

か？家庭の排水溝は海につながっているし、海は国内外と荷物の

応隊の拠点は、横浜駅のすぐ近く。「SR」と書かれた市で唯一の

日常を、少しお洒落に、とびきり面白くプレゼンテーションできる

やり取りをする大事な仕事場でもあります。綺麗な海を楽しむた

赤い特殊車両を乗りこなし、産業事故やテロの危機からも市民を

クリエイターたちが集まる場所。彼らと出会える、年に一度の”ま

めに、知識を深めたら、自分にもできることが見つかるかも。同じ

守ってくれています。もちろん、子供たちにも大人気。出場のたび

ちの文化祭”に参加すれば、横浜がもっと好きになるはず。

想いを持った仲間だってできちゃいます。

手を振る人に見送られる、横浜のヒーローです。

ABOUT

ABOUT

年間を通じて海にまつわる公開講座を開講する市民活動。講座毎に招かれ
るゲストから、複眼的な視点で海について学ぶことができる。また、自分か
ら何らかのアクションを起こせる人を育てる場でもある。講座の企画は海の
仕事や研究に携わる人、クリエイターやエコ意識の高い人など、多様なメン
バーが担い、海をめぐる人のプラットフォームになっている。ここだけの話、
講座そのものよりも、事前の打ち合わせが面白いそう。

yokohamakaiyouniv.wix.com

HELLO GOODBYE LIGHT AND SHADOW
［エキナカ写真展 都市の記憶］でご紹介

MMcc

大規模災害や特殊災害に対応する、横浜市消防局特別高度救助部隊の通称が
スーパーレンジャー。なかでも、横浜駅西口の横浜市民防災センターに配備さ
れているのが機動特殊災害対応隊。数々の試験をくぐり抜けた人望の厚い人物
で編成され、科学知識と資機材の活用で、一般消防隊の設備では困難な特殊
災害に対処する。被災地で「横浜から来てくれたのか、ありがとう！」と声をかけ
られたり、困っている人に真っ先に手を差し伸べられるのが、仕事のやりがい。

ABOUT

bo-sai.city.yokohama.lg.jp

vol.
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HAVE A DELICIOUS YOKOHAMA
［おいしい横浜をめしあがれ］でご紹介

濱の料理人

関内駅周辺に仕事場を持つ約100 組のアーティストやクリエイターが、自ら
の仕事場や路上でワークショップやトークショーを開く2日間。普段は入れ
ないクリエイターの仕事場を訪れ、イベントに参加することで、横浜らしい暮
らしの中のクリエイティビティを体感できる。横浜に根ざす、アート、デザイ
ン、建築、ファッション、食を担う、クリエイターたちからプロの技術や感性
を汲み取って。

kannaigai.yafjp.org

vol.
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LOVE & SWEETS YOKOHAMA
［横浜の甘いひととき］でご紹介

I LOVE YOKOHAMA

vol.

12

みなとみらいの造船ドック跡地にあるシェアスペースBUKATSUDOに集ったMMccメンバー

濱の料理人の総会は、食のチームメイトの作戦会議のよう

毎年恒例、金沢まつり花火大会の前の海岸清掃。働いた後には皆でわいわい花火を楽しむ

はたらく街のネイバーフッドを
掘り起こす！

トップクラスの食の職人たちが
つながる場から生まれる

SNS 発 コミニティ・ハマラブで

「楽しそう、やりたい！」というポジティブなモチベーションで、さ

野菜をコミニケーション・ツールに、横浜で食に関わるプロフェッショ

インターネットを介したつながりが、街に「良いこと」を連れてくる。

まざまな企業で働く人が集う会があります。その名もMMcc 。企

ナルが集う場があります。地元の人々のためだけにとびきりの野菜を

SNS時代の横浜愛は、行政や企業、街や人をどんどん巻き込む、

業間の垣根を越えて人とつながり、街をとことん遊んで盛り上げる、

つくる農家。思わず笑顔こぼれる野菜料理をつくる料理人。畑で加

ものすごい熱量です。誰でもウェルカム、でも変なプレッシャーは

ビジネスパーソンのサークル活動のようなもの。働く場所から暮ら

工品をつくってしまう加工品メーカー。互いに刺激を与えあえる食の

必要ない。参加の時期もスタイルも自由！ そんな風通しの良さと、

しを豊かに。これぞ横浜流の「働き方改革！」ですね。

ドリームチームから、横浜の野菜ヒーローが生まれる日は近い？！

誰かの「ありがとう」が、活動の熱をさらに高めていくようです。

ABOUT

ABOUT

ABOUT

みなとみらい地区で働く約9万人のビジネスパーソンをつなぎ、街を盛り上げ
たいと、2010年に始まったコミュニティクラブ。各社代表の「世話人」70 名
ほどが集まる会議を2ヶ月に1度は開催。街の歴史を知るウォーキングツアー
や横浜・F・マリノス観戦会などを自主的に実施してきた。参加費の一部は、
みなとみらい関連の会社貢献活動に寄与している。仕事での「困った！」を
相談できたりする、ざっくばらんなお付き合いを広げて行きたい。

facebook.com/mmcc.jp

「横浜を地産地消の代表都市にする！」を合言葉に、横浜野菜の美味しさに
開眼した料理人を中心に結成。都市でありながら畑と食卓が近いのが横浜の
豊かさ。農家から加工品メーカーまで食のプロが出会え、お互いを知り、ざっ
くばらんに話せるこのプロジェクトを通じ、料理人が畑に通って手に入れた新
鮮な野菜が客に振る舞われ、食品メーカーと農家が協力して新製品を生み出
すなど、横浜の食の新しい魅力が有機的に生み出されている。

facebook.com/hamanoryourinin

大好き！を、ありがとうに

通称ハマラブ。「横浜が好き！」という想いとSNSが出会い、現在は会員数
10万人にまで拡大している横浜ファンのコミュニティ。子ども達がゴミを拾っ
て持っていくと、サンタさんがプレゼントに交換してくれる、夢のある仕組み
の市民参加型清掃活動などを実施。季節ごとの思い出ややりがいが生まれ
る、おおらかにつながれる場。家族ぐるみの参加も多い。LOVEとは、人と
人、人と街との縁を大切に、継続すること。探めること。

facebook.com/I.LOVE.YOKOHAMA
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have a Yokohama マップ [LET'S GO ON A FIELD TRIP!]
A

have a Yokohama で取り上げたコンテンツを盛り込んだベイエリアマップ。新しい横浜に出会う旅へ出かけよう。
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※掲載情報は2020年時点のものです。イベントや店舗など複数箇所ある場合は、代表的な場所のみを示している場合があります。
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掲載されているアートワーク、記事、写真の一部は2015年から2020 年に横浜駅西口の工事用仮囲いに掲出されたものです。一部再構成しております。無断転載、引用等を禁じます。
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赤い靴はいた女の子 MAP_D-1 MAP_C-6

ALL

A LITTLE GIRL WITH RED SHOES

04

MAP_B-1

世界的に著名な鉄道模型製作・収集家の原

春から秋にかけて、さまざまな種類のバラを

の有名な童謡「赤い靴」。横浜では銅像や

信太郎のコレクションを展示。信太郎自身

楽しむことができる横浜イングリッシュガー

チョコレートやバスの名前になったりと市民

浜」「 T・ジョイ横浜」が出店し、吹き抜けの

が撮影した写真やフィルムなどの豊富な鉄

デン。園内には小さなハート型がくり抜かれ

に愛されるマスコットとして定着している。

アトリウムには超大型ビジョンやライブス

道関連資料も。迫力のコレクションととも

たベンチがあり、インスタスポットとしても

テージも。

に、
“お茶目な”信太郎の人物像にも注目を。

人気。

ありあけ

MAP_B-5

09

シクロポリタン横浜

MAP_C-6

03

万国橋

MAP_C-4

12 BANKOKUBASHI BRIDGE

CYCLOPOLITAIN YOKOHAMA

01

横浜市中央卸売市場

MAP_E-2

10 YOKOHAMA CENTRAL WHOLESALE MARKET

ありあけの「横濱ハーバー」は波止場（ハー

フランス生まれの次世代タクシーとして、横

新港埠頭と馬車道を繋ぐ橋。石積護岸と

全国で 3 番目、東日本では最初の中央卸売

バー）に到着する船をかたどった横浜定番

浜の新しい観光スタイルとなっているシク

アーチ形状がヨーロピアンな雰囲気を醸し、

市場として開設。現在は本場・食肉市場の

の銘菓。有明製菓は創業1936年で一時は

ロポリタン。ドライバーとの会話を楽しみな

夜はみなとみらいのランドマークが水面にキ

ふたつの市場が、日常生活に欠かせない安

市場から消えるも、市民に愛され「ありあ

がら、普段とは違う横浜の風を感じること

ラキラと映る、ロマンチックな灯りが楽しめ、

全で安心な生鮮食料品などの安定供給に

け」として奇跡の復活を遂げた。

ができる。

みなとみらいの夜景ならここがオススメ。

努めている。

大岡川
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05

シネマ・ジャック＆ベティ
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09 JACK & BETTY CINEMAS

12

帆船日本丸

MAP_C-3

13 SAIL TRAINING SHIP NIPPON MARU

昭和レトロな雰囲気を今に伝えるシネマ・

02

横浜スタジアム

MAP_B-5

04 YOKOHAMA STADIUM

日本初の多目的スタジアム。横浜DeNAベ

青い海と空に白い帆を広げた姿は「太平洋

河川。南区を中心として約600本の桜が植

ジャック＆ベティは、1952年オープンの「横

の白鳥」と呼ばれていた日本丸。1930年に

イスターズの本拠地球場。1876 年にクリ

えられ、春に開催される大岡川桜まつりで

浜名画座」を引き継いで建てられたミニシア

建造され、練習帆船として54年間活躍し、

ケットグラウンドとしてはじまり、スタジアム

は、ライトアップされた桜並木と水面の景

ター。さまざまな取組が話題の街なかの映

現在はみなとみらい21地区に国指定重要文

ができたのは1978年。2020年に改修工事

色を見せる。

画館として、親しまれている。

化財として係留保存されている。

を終え、新たに6000席を増築した。

ガス灯
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04

大観覧車 コスモクロック 21

MAP_C-4

03

13 COSMO CLOCK 21

ぷかりさん橋

MAP_D-4

08

横浜トリエンナーレ

PUKARI PIER

YOKOHAMA TRIENNALE

MAP_C-3

馬車道には日本初のガス灯が設置された。

よこはまコスモワールド内に建つ、みなとみ

パシフィコ横浜や臨港パークに隣接する桟

2001年にスタートし、3年に1度開催される

まだ夜の街が暗闇だった当時、文明開化の

らい21地区のランドマーク的存在の大観

橋。グリーンの屋根と白い塔が特徴的な愛

現代アートの国際展。国内外の作品を広く

象徴である灯りを一目見ようと多くの人が集

覧車。2016年にLED化され、直径100mの

らしい建物が、文字通り「ぷかり」と海に浮

紹介し、横浜から新しい価値観と新たな文

まった。現在でも馬車道通りを中心に本物

キャンバスを利用した光の巨大花火を咲か

かび、シーバスやクルーズ船の発着場となっ

化を継続的に世界へ向けて発信し、国際交

のガスを使用した街路灯が整備されている。

せる。

ている。

流と相互理解に貢献することを目指す。

カップヌードルミュージアム

MAP_D-4
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ナポリタン
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ブルーダル君

MAP_C-4

13

15 BLUEDAL

横浜文化体育館

MAP_A-5

CUPNOODLES MUSEUM

NAPOLITAN

世界初のインスタントラーメン「チキンラーメ

ナポリタンはホテルニューグランドが発祥の

160年前の横浜に、ペリーとともに上陸した

横浜開港100年を記念して1962年に開設。

ン」を発明した安藤百福の創造的思考を体

地。終戦後、米兵がホテルでスパゲッティと

洋犬ダルメシアン。その子孫「ブルーダル」

東京五輪のバレーボールをはじめ、様々なイ

感できるミュージアム。インスタントラーメン

ケチャップを使って作った夜食を見たシェフ

が、斑点模様を横浜カラーの青に変えて、

ベントが行われてきた。2020年にその幕を

にまつわる展示やカップヌードルの手作り体

が、トマトソースを使う一品料理に作り直し

街の案内犬として今日も活躍している。

閉じ、2020年に横浜武道館、2024年にメイ

験を通じて、発明・発見の大切さを学ぶ。

たのがはじまり。

北仲通地区

MAP_C-4

04

日本郵船氷川丸

YOKOHAMA CULTURAL GYMNASIUM

ンアリーナが新築される予定。
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13 NYK HIKAWAMARU

05

ポンパドウル

MAP_B-6

01

13 POMPADOUR

横濱媽祖廟

MAP_B-6

YOKOHAMA MASOBYO

2020年に横浜市新庁舎の本格運用などが
あり、みなとみらい21地区と関内地区の結

1930年にシアトル航路用に建造された貨客
船。1960年にその幕を閉じ、その後山下公

1969 年、「最高のパンを最高のサービス

祀られる神は「天后」ともいわれる航海安全

で」という思いとともに元町に創業。その名

の守護神。海外渡航の際や、海外在住の中

節点として開発が進む。一方で北仲ブリック

園に係留。重要文化財にも指定され、港の

前は18世紀フランスで芸術と文学を愛し、

国人には欠かせない存在。早朝には不定期

＆ホワイトの事業など、歴史的建造物の保

風景として多くの人に親しまれている。

美食家としても知られた「ポンパドウル夫

で太極拳を行う風景も見られる。

崎陽軒

人」に由来する。

MAP_D-1

13

13 KIYOKEN

野毛山動物園

MAP_A-3

02

元町商店街

MAP_B-6

11

10 MOTOMACHI SHOPPING STREET

NOGEYAMA ZOO

横浜野菜
YOKOHAMA VEGETABLES

1908年創業当時から横浜駅構内で駅弁の

みなとみらいを見下ろす高台にある、横浜

明治初期、山手居留地に住む外国人を相手

都会のイメージもある横浜は、実は、農業が

販売をしていた崎陽軒。独自の商品を生み

市民にはとっても身近な動物園。1951年開

に、日常の通り道であった元町で花屋・洋

盛んな地域でもある。少量多品種の野菜が

出すべく、1928年試行錯誤の末に生まれた

園。
「誰もが気軽に訪れ、憩い、癒される動

服屋・パン屋などが軒を連ねた。以来、ユ

多く作られ、地元飲食店や生産者が中心と

「シウマイ」は、中華街で突き出しとして出

物園」をコンセプトに、約100種の動物たち

ニークでチャーミングなストリートとして知

なって、地産地消の活動も盛んに行われて

されていたものからヒントを得たもの。

を飼育している。

られている。

いる。

グランモール公園
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05

馬車道

MAP_B-4

10 BASHAMICHI

GRAND MALL PARK

03

横浜イングリッシュガーデン

横浜駅西口の駅ビル。2020年開業。

存を模索する地区でもある。

13

12

商業施設「 NEWoMan 横浜 」
「 CIAL 横

KITANAKA DORI DISTRICT

05

MAP_D-2

横浜港が舞台となった、野口雨情氏作詞

GAS LAMP

10

原鉄道模型博物館

YOKOHAMA ENGLISH GARDEN

磯子区を水源地として横浜港に注ぐ二級

05

07

HARA MODEL RAILWAY MUSEUM

OOKAGAWA RIVER

05

MAP_D-1

JR YOKOHAMA TOWER

13 ARIAKE

13

JR 横浜タワー

06

山下公園

MAP_C-6

13 YAMASHITA PARK

05

吉村家（家系ラーメン）

MAP_C-1

13 YOSHIMURAYA (IEKEI RAMEN)

みなとみらい 21 地 区の 中 心を貫く、約

外国人が馬車で行き交ったことから馬車道

横浜を代表する臨海公園、山下公園は、

横浜発祥の豚骨醤油スープ・極太ストレー

700mの都市公園。1989年の横浜博覧会
と共に開園。2018年のリニューアルでは、

と呼ばれるようになり、大いに賑わい、発展

関東大震災の瓦礫を埋め立てて作られた。

ト麺を特徴とするラーメン。西区にある吉

した。乗合馬車、アイスクリーム、ガス灯、近

「水の守護神」「インド水塔」など海外との

村家が総本山とされ、屋号を「～家」とす

開園当時の「船・海・港」というテーマが踏

代街路樹など馬車道発祥の日本初も多く、

交流も感じさせる場所。

る店舗が多いことから「家系ラーメン」と称

襲された。

当時をしのばせる近代洋風建築も残る。

SUP

MAP_C-4

04 STAND UP PADDLE

Stang Up Paddleの略で、ボードの上に乗

13

ハマトラ

MAP_B-6

HAMATORA

1970 年代後半から大流行した元町発の

されている。

05

横浜赤レンガ倉庫

MAP_D-5

10 YOKOHAMA RED BRICK WAREHOUSE
12
13

01

臨港パーク

MAP_D-3

RINKO PARK

1911年、保税倉庫として建設。倉庫の役目

横浜港を臨む抜群のロケーションが目の前

を終えた後、荒廃した建物を横浜市が国か

に広がるみなとみらい21地区の最大緑地。

り、パドルを使って漕ぐスポーツ。横浜の内

ファッションスタイル。
「横浜トラディショナ

海は風や波の影響が少なく、年間通して街

ル」の略。元町に本店を構えるフクゾーの

ら取得。2002年「港の賑わいと文化を創造

広々とした芝生広場や潮入りの池など、見

の美しい景観と共に水上散歩を楽しむこと

服、ミハマの靴、キタムラの鞄は「三種の神

する空間」として横浜を代表する施設に生

所満載の憩いのスペース。冬の早朝は、ベイ

ができる。

器」とも呼ばれていた。

まれ変わった。

ブリッジから登る朝日を見ることができる。
00 …掲載号

MAP

…マップ上の位置
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仮囲い編集室座談会 [ROUND TABLE DISCUSSION]

横浜の未来を見据え、プロジェクトの舵をとってきた「仮囲い編集室」メンバーが、4年半の軌跡を振り返ります。

仮囲いからはじまる、
クリエイティブなまちづくり
東日本旅客鉄道 [株] 東京支社事業部
（首都圏えきまち創造センター）

木村一哉

2020年のJR横浜タワー開業に向け、工事が進むエリアの工事用の仮囲い
を活用し、約 4 年半もの間、横浜の情報を発信し続けてきたプロジェクト
「have a Yokohama」。このプロジェクトには、横浜駅西口仮囲い編集室
として多分野のプロフェッショナルが専門的知見を提供してきました。プロ
ジェクトを支え続けてきた編集室メンバーに、駅ビル工事の仮囲いで地元
情報を発信することにかけてきた想いを聞きました。

横浜国立大学大学院

[ 株 ] セルディビジョン 代表

横浜市都市整備局

STGK inc. 代表

都市イノベーション研究院

岩谷真史

都市デザイン室

熊谷

野原

卓

桂

玄

有生

撮影協力：STATION SWITCH

4年半を走り抜けて
座談会の会場は、ついに完成したJR横浜タワー13階にオープ
ンしたワークスペースSTATION SWITCH。新駅ビルのまっさら
な空間がすがすがしくもある一方で、have a Yokohamaの舞台
であったこのビルを作るための工事用の仮囲いは、竣工とともに
当然ながらその姿を消してしまいました。
―プロジェクトを終えた今の気持ちを聞かせてください。

“

こんなに様々な立場の人が集まっているにも関わらず、
みなが前向きで幸せに仕事をでき、満足をしている
というのは、
世の中にそんなにないことだと思う。

”

いるので、もともと力は持っていたのでしょうが、この仮囲いのプ

水卓さんは、自分から「後世に残したい横浜の宝を保存する」保

岩谷：have a Yokohamaは、2015年の冬にスタートしたんです

ロジェクトで強力なメディア力を強く実感できました。

存缶の企画を持ってきてくれたんですよね。

よね。長かった。最後まで携わらせてもらえ、ひとつひとつ議論を

桂：JRさんから「横浜のメディアを」と言っていただけたのは僕らも

木村：これは結果的に99 個になりましたが、リストアップされた時

重ねるなかで、プロジェクトが成長していくのが見られて良かった

ありがたかったんです。
「横浜の、横浜による、横浜のためのメディ

点では200を超えていたんです。絵を描く作業と掲載許可をとる

ですね。ひとつひとつに、学びがありました。

ア」というテーマを、僕らの立場では常に期待しますが、こんなに目

作業が同時並行でしたので、お披露目していないものもあります。

野原：こんなに様々な立場の人が集まっているプロジェクトにも

一杯に叶えてもらえることはなかなかないので、びっくりしました。

吉水さんは溢れるような横浜愛で、しっかりリサーチもされていて、

関わらず、みなが前向きで幸せに仕事をでき、満足をしているとい

木村：僕は2013年 6月にこのプロジェクトに着任しました。2014

仮囲いの関わりだけではもったいないと、開業に際してはアトリウ

うのは、世の中にそんなにないことだと思います。それを、世の中

年3月に都市計画を提案して特別な認可を受け、JR横浜タワーの

ムで吉永さんの缶を展示させてもらっています。

では邪魔者扱いされがちな仮囲いを使って成し遂げるというのは、

プロジェクトがスタートしています。いまはひとつの企業がひとつ

熊谷：実はノベリティのドリンクボトルには、吉水さんがJR横浜タ

ほんとに逆転の発想が活きた、面白いプロジェクトだなと。僕は

のビルの中で勝負をしていく時代ではなく、エリア間競争の時代

ワーを描いてくれた絵がプリントされているんですよ。元町の洋食

これに関われたことが嬉しいですし、喜びでもありますね。

であり、グローバルの中でのローカル性をどう打ち出して、街の価

器専門店タカラダさんは、アトリウムに飾ってある自分の店の缶を

木村：ありがとうございます。

値をどう高めるかがポイントです。工事期間中に、地元の方々との

撮影して、Facebookにアップしてくれいて。みなさん、本当に気に

桂：僕もチーム感が良かったですね。
（今回のプロジェクトで）横

関係性を構築できれば、その関係性が駅ビルのその後につながる

入ってくれています。

浜市としては規制緩和をお出しする立場でもあったのですが、コ

と考え、have a Yokohamaに着手しました。大きな趣旨は関係

ミュニケーションで乗り越えていけるだろうという安心感があって、

性であり、横浜でのネットワークの構築でした。結果、700名以上

編集室では納得のいくやりとりができました。

の市民、180の企業、13名のクリエイターが関わってくださり、当

この横浜駅西口仮囲い編集室は、企業、行政、有識者、クリエ

熊谷：4年半もの間、仮囲いを空白にすることなく、15号も発行し

初の想定どおり、注目度も増してきました。03～04号を発行する

イターで組織され、いわば屋外広告物条例の規制緩和の要件と

続けたのはすごいことです。各地で仮囲いのプロジェクトは多くあ

頃には、横浜駅における情報発信の媒体価値を感じてもらえ、ク

してつくられた場でした。しかしいざ蓋を開けてみると、どんなデ

りますが、ほとんどの場合は1回やって終わり、期間限定なんです

リエイターから企画の持ち込みをいただけるようにもなりました。

ザイナーでも経験したことがないような、「通行量の多い駅の仮

ね。3ヶ月おきに更新することで、工事期間中であってもこの区間

そういう意味では嬉しい悲鳴でしたね。

囲を用い、良質な都市空間と体験をデザインする」、都市デザイ

に時間軸が流れて、季節感のある風景をつくれました。
桂：４年半ワンオペって、本当に地獄ですよね（笑）
熊谷：大変さを知らなかったからやれましたよね（笑）。でもやって
みて本当に良かった。僕はこのプロジェクトを手がけて、横浜の本
当に多くの方に「見ているよ」と、声をかけてもらえるようになった
んです。
野原：あらためて横浜駅のメディア力を感じますね。あれだけ人が
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にぎわいある都市景観のための編集室

ンの実践的研究所のような役割を果たしていたようです。

クリエイターが横浜愛を戦わせる場にも
全国でも先駆的に創造都市（クリエイティブ・シティ）を政策と
して打ち出してきた横浜市には、様々な分野で活躍するクリエイ
ターが集まっています。各号の特集ページは、そうした横浜のク
リエイターと一緒に、企画をつくりあげていきました。

― have a Yokohamaは一大デザインプロジェクトだったの
だなと感じます。
木村：アドバイザーの先生方も含めて、あれだけの通行量の多い
ところでの情報発信は手探りだったのではないでしょうか。初期
にはよく、岩谷さんに文字の大きさを指摘されていました。

熊谷：クリエイターは横浜を代表する、横浜で活躍をしている人に

岩谷：通常のデザインは、手元で読む紙面サイズが多いのですが、

お願いしています。まだちゃんと依頼をする前の段階から、会うた

仮囲いは馬鹿でかいじゃないですか。縦 3m、横70mにもなる。文

びに「いつかやっていただきたいので、常に注目をしてください」と

字を人の目線のレベルに合わせる必要がありつつ、通行人の歩く

話していましたね。例えばグラフィックデザイナーさんだと、
（03号

スピードが早い場所なので、じっくりは見てもらえない。デザイン

と04号を担当した）相澤事務所さんとは同じことはできないから、

するのが相当難しいんですね。そこを、みなで乗り越えてきました。

「次は何をやろうか」と考えてくれて、裏ではクリエイターによるデ

木村：工事期間の賑わいの創出と、横浜の情報発信であるとと

ザインバトルのような様相がありました。

もに、メディアとして一定のレベルに達しているという評価は、社

桂：毎回楽しみでしたよね、この人はどんな技でくるんだろうって。

内的にも非常に大きかったです。横浜市と有識者であるアドバイ

熊谷：NOSIGNERの太刀川英輔さんや天野和俊さんの提案は意

ザーが入った編集室という基盤があってスタートできたのが良かっ

外でしたね。クリエイターのプライドにかけて変なものは出せない

たですね。

と、皆さんすごく考えてくれたのが良かったです。
（13号担当の）吉

桂：横浜市としても、横浜の顔である横浜駅西口で5年間もの間、

掲載されているアートワーク、記事、写真の一部は2015年から2020 年に横浜駅西口の工事用仮囲いに掲出されたものです。一部再構成しております。無断転載、引用等を禁じます。

© 2020 have a Yokohama TABLOID

. 代表

玄

text: Ayako Tomokawa / photo: Kota Sugawara

工事が行われるということで、その間の賑わいの減退が気がかり
でした。そこで、条例では仮囲いの盤面の30%の範囲しかデザイ
ンを入れてはいけないところを、規制を緩和することで全面活用
することを可能にしました。そもそもhave a Yokohamaは新たな
賑わいをつくるプロジェクトなのに、30%しかデザインできない
のであれば本末転倒ですから。ちゃんと滑り出しに間に合って良

“

仮囲いに情報を掲出するプロジェクトは終わり
ましたが、
これまでに培ったネットワークやクリエイ
ティブのパワーを街に示すのは、
まさにこれから。

”

かったです。
野原：本来の立場であれば、僕は盤面が変なものになっていない

けて、嬉しく、刺激を受けました。最後の号のタイトルは当初、
「横

すが、残念ながら関内地域止まりなんですよね。横浜駅にクリエイ

か都市景観に合っているかをチェックする立場でしたが、立場にか

浜駅を塗り替える」だったのですが、
「横浜を塗り替える」に変えた

ティブの力が入っていく具体策がなかった。それが仮囲いでできる

こつけて、言いたい放題言わせていただいて（笑）。言うからには

んですね。これはもう横浜駅だけのプロジェクトではないと。最後

んだと、今回思い知らされましたね。そういう意味では、まだ可能

と自分も勉強をして、アドバイザー同士も切磋琢磨していたといい

に横浜を塗り替えた、本当に偉大な先生だったなと思います。

性の第一歩ですね。今後のみなさんの活躍によって、花の開き方

ますか。本当に忖度なしというか。

野原：学生相手であっても分け隔てなく率直に意見をおっしゃる方

も変わってくると思います。

― クリエイティブでは忖度がないほど高いクオリティが出せ
ます。とはいえ、普通はなかなかやれないものですよね。

で、編集室でご一緒するにあたって、実は少しビクビクしていたんで
す（笑）。それが意外にもお褒めいただいて。とても勇気がでまし
た。中川さんと関われる機会を得たことは感謝でしかありません。

木村：題材が横浜だったからできたんだと思いますね。僕らも必

木村：中川さんがいなければ、ここまでまとまりませんでした。誰

死に横浜を良くするためにやっていたので、ある種同じ方向のベク

よりもプライドを持って、クリエイティブで街をよくする活動を手

トルに向くんです。僕らはクリエイターの想いとアドバイザーの先

がけていましたし、自分にも相当厳しかったはず。中川さんがどう

生方の大局的な視点の調整をしていましたが、いずれも「より良く

おっしゃるかを一番気にしていましたし、褒めていただくことが大

する」という想いは同じ。中川さんはデザイン論のなかで後進を育

きなモチベーションになりました。中川さんがこの編集委員にいて

てていたんだと思います。ひとこと一言がもっともなので、それを

くれたおかげで、いろんな関係性が生まれています。

反映すると、より良くなっている。アドバイザーの方々から見て、良

熊谷：have a Yokohamaを高く評価してくれていましたね。会議

くなっていないことがあった場合、僕らからすると時間切れだった

ではたくさんの厳しい意見で僕らを育ててくれましたし、外ではい

んですね。

つも、プロジェクトと僕らを宣伝してくれて。いつも「真面目すぎ

熊谷：時間がないからと、何度、貼り替えてくれる人にお願いをし

る」と怒られ、「不真面目」ではなく「非真面目」になれと言われ

木村：僕らは開発チームなので、こういった仮囲いのプロジェク

たか（笑）

続けて。ユーモアの大切さはいまでも心がけています。

トはある意味で余計な仕事なんです。しかし、賑わいを創出する

木村：中川さんや岩谷さんはデザインのプロですから、俺がやった
ほうがという気持ちもあったんでしょうが、それは飲み込んでいて

意義や地元との関係性を構築する目的を持たせて進めてみたら、

つながりをビル運営に活かしたい

思っていたよりも反響が大きかった。仮囲いが「暫定のもの」だと

プロジェクトは走り終えたばかりですが、JR横浜タワーのアト

いう良さもあって、通常だったら堅い企業ではできないことにチャ

岩谷：最初は葛藤しましたね。僕も作り手の気持ちがわかるので、こ

リウムで企画が継続されているなど、今後に継承されていく動き

レンジできました。have a Yokohamaは我々からすると「これか

こを指摘すると大変だとは思っても、言わなくてはならない立場で。

があります。また、グッドデザイン賞受賞やメディアに取り上げら

らも横浜とともにいきます」というメッセージなんです。僕たちは

木村：難しいですよ、やっぱり。情報を伝達するためにやってい

れた効果で、have a Yokohamaで生まれたインパクトが、多方

引き続き情報発信をします。その情報発信力が強くなるほど、きっ

るので、伝わらなければ意味がない。それに、僕らも鉄道事業者

面に展開していく未来も期待できそうです。

と横浜は素晴らしい都市になるんじゃないかと。

いただいていて。

なので、安全管理が第一義です。ここに記事を置くと人が立ち止
まってしまって危ないなどもありますし、案内サインは明確にと、

―こうした取り組みが全国に広がるといいなと思いました。

駅長からも常々言われていました。

岩谷：これはひとつの成功事例ですよね。グッドデザイン賞にも選

野原：サインにはもともと認知している色がありますし、変えるの

出されました。出来上がった盤面だけでプロジェクトを理解しても

は難しいですよね。ではhave a Yokohamaにどう組み合わせて

らえるものでもなくて、編集室があったことが良かったですね。こ

いくかと、常にチェックをして。様々な要素が混ざりながら、ひと

のスキームは先駆事例として役立ててもらえると思います。

つの場をどうつくっていくか。これぞ都市ですよね。議論しながら

桂：役所側もいいタイミングで一歩飛び出していけて良かったで

進めていけて、非常に面白かった。最後の号なんて盤面がはみ出

す。これが半歩遅かったら、うまくこういった信頼関係がつくれな

ていて、簡単そうでなかなかできないことなんですよ。

かったのではないかなと。規制緩和というよりも、味噌はそこ。最

桂：中川さんは「大胆に、のびやかに、はみ出ろ！」と、いつもおっ

初の一歩をつくっていく人が双方にいるかどうかが重要ですね。

しゃっていて。最後に中川さんが、見事にはみ出ている（笑）

木村：僕らは仮囲いを情報メディアとして活用していましたが、メ
ディアとして成立させるためには条件が必要だと思います。横浜

もうひとりの編集委員、中川憲造さん
JR 横浜タワーの完成まであと約1年と、プロジェクトの完走
まであと少しだった2019 年 6月。編集室のアドバイザーでグラ
フィックデザイナーの中川憲造さんが亡くなりました。横浜で長
くデザインによるまちづくりを手がけてきた中川さん。have a

Yokohama にも欠かせない人物でした。

駅は1日220万人が乗降する大ターミナル駅です。駅が持っている
メディア訴求力が前提条件としてありました。立地や場所も重要
ですよね。僕らはそうした場所をクリエイターに解放して、クリエイ

PROFILE
東日本旅客鉄道 [ 株 ]
東京支社事業部（首都圏えきまち創造センター）

木村一哉
東京支社事業部（首都圏えきまち創造センター）担当部長。
2011年から現在まで、事業創造本部及び現職にて不動産開
発事業に従事。2013年から横浜駅西口開発ビルのプロジェク
トリーダーとして計画推進。横浜は私にとっていつの時代も奥
ゆき深い憧れの街。JR 東日本に入社した意味は、これほど魅
力的な横浜駅の建替え計画に携わるためだったと言い切れる。

横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院

野原

卓

横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院准教授・都市
デザイナー。都市計画・都市デザインを専門として、横浜市・
大田区・喜多方市などで実践的な都市デザイン・まちづくり
活動展開し、ストリートマネジメントや公共空間利活用などに
も関わっている。コンパクトでかいわいを感じさせる横浜の
魅力を活かして、未来の横浜の魅力づくりを考えていきたい。

ティブ力やプライドを刺激しながら、うまく合致してやってこれた。
熊谷：仮囲いに情報を掲出するプロジェクトは終わりましたが、こ

[ 株 ] セルディビジョン 代表

れまでに培ったネットワークやクリエイティブのパワーを街に示し

岩谷真史

桂：中川さんが横浜で活動されるようになったきっかけは、ラン

ビルがオープンした後にも「こういう影響があるんだ」という成果

ドマークタワー建造時の仮囲いのプロジェクトを手がけたこと

を見せていきたい。少なくとも（現時点で）そのポテンシャルは出

だったんです。仮囲いが横浜デビュー。僕はアドバイザーの先生

せているかと。

ブランディング会社セルディビジョン代表取締役。横浜生
まれ、横浜育ち、会社も横浜。ブランディングをメインとして、
横浜を拠点に全国で活動中。企業、商品、地域、などのあら
ゆる価値を見つけ、つくり、高め、広める。そしてファンを増
やす。そんなことをし続けています。横浜駅は、小学生から
通学で使っている駅。１日として同じ姿じゃない駅ですね。

―まだまだプロジェクトは道半ばということでしょうか？

横浜市都市整備局都市デザイン室

方（中川、野原、岩谷）を編集室に推薦する役でしたので、have

a Yokohamaに中川さんほどの適任はいらっしゃらないだろうと。

ていくのは、まさにこれからです。プロジェクトデザインとしては、

最後の号は中川さんのデザインで、最後の最後にかっこよく去っ

熊 谷：それこそ、JR 横 浜タワーに来たら、横 浜を体 験できる

ていくんだな。横浜の素敵な大人だなと。

「have a Yokohama」だと、そのリンクが続いていくのが大切だ

岩谷：事務所を開設したころから、僕にとって中川さんは憧れの存

と考えています。

在だったんです。それがこうした有識者会議でご一緒させていただ

野原：横浜市は創造都市（クリエイティブ・シティ）を推進していま

“

題材が横浜だったからできたんだと思いますね。
必死に横浜を良くするためにやっていたので、
同じ方向のベクトルに向くんです。

”

桂

有生

横浜を「個性的で魅力ある都市にすること」を目標とする横
浜市役所 都市デザイン室でハード・ソフトの企画・デザイン
をしています。have a Yokohamaでは、魅力的なデザイン
を可能にするため、規制緩和を含む行政側の仕組みづくりを
担当。藤沢育ちなので、子どもの頃の横浜駅は最初の大都会。
今は都市デザインやまちづくりの実践、鍛錬の場です！

STGK inc. 代表

熊谷

玄

ランドスケープデザイナー。STGK inc. 代表。千葉大学、東京
電機大学、愛知県立芸術大学非常勤講師。JR 横浜タワー
のアトリウム空間、うみそらデッキのデザインを担当。生ま
れも育ちも横浜で、横浜駅は子供の頃からよく利用していま
した。特にシャル下は待ち合わせの定番で、学生の頃は毎日
のように通いました。
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No.

0001

have a Yokohama の特集面を彩ったクリエイターたちが紹介する、秘蔵の一冊。

REVIEW

No.

匆々な日々の中で零れおちてしまう実はあた

0002

REVIEW

まるでオブジェのような青い本を紹介します。

り前の普遍的な疑問を再提示してくれる問

『 Who Owns the Water ?（その水は誰の

題集。わたしたちの「思考と行動」は正解な

もの？）』
「水」の存在を多種多様な切り口で

のだろうか。盲目的ともいえる概念や価値

捉えたビジュアルブックです。本棚でブルー

観をシンプルに掘り起こした雲を掴むような

のカバーを目にするたびに、横浜の港から眺

「100の問い」。少し立ち止まり、
「答え」より

める海と空の青さは世界へと続いているのだ、

も「考える」ことが愉快な一冊。

ということを気づかせてくれる一冊です。

SELECT

SELECT
kad ltd.

相澤事務所

相澤幸彦さん

ジュリアン・バジーニ 著

100 の思考実験

グラフィックデザイナー・相澤事務所代表。横浜を拠点
に 2004 年に相 澤事 務 所を設 立、国内・海 外にてグラ
フィックデザインを中心とした幅広いアートワークに携わる。

Lars Müller, Klaus Lanz, Christian Rentsch,
René Schwarzenbach 著

Who Owns the Water?

2015 年より相澤事務所ベルリンオフィスも加わり、さらに

紀伊國屋書店

Lars Müller Publishers

活動の幅を広げている。

天野和俊さん
kad ltd. ／天野和俊デザイン事務所代表。2010 年に横浜
馬車道オフィス開設。東京ステーションホテルなどの V.I
や C.I、横浜市、大手中小企業の多様なデザイン開発に
携わる。2017 年よりデザインマネジメントエージェンシー
P.K.G.Tokyo Inc. 代表を兼務。桑沢デザイン研究所非常
勤講師。

No.

0003

REVIEW

No.

ベルリン在住のイラストレーター、グラフィック

0004

REVIEW

電線＿地平線＿テープ＿水平線＿ロープ＿グ

デザイナーである、クリストフニーマンさんの

ラフ＿糸電話＿毛糸＿スカイライン＿一本の

本。日常にある何気ないものから得たイン

線が、いろいろな線になって、いろいろな場面を

スピレーションを、イラストを加えて視点を変

つくる。つながっているけれども、みんな違う。

化させる表現が、
「アイディアの根源的な発想

この線（物語）はどこまでつづくのかな。

方法」と、私には思えて、刺激を受けます。

4 メートル 73センチの横長絵本のつづきは、
あなたが創ってください。

Christoph Niemann 著

SELECT

SELECT

アスカコヤマックス

NDC グラフィックス

小山飛鳥さん
クリエイティブディレクター／デザイナー。

森上

ボルト・ナッツスタジオ 著

SUNDAY SKETCHING

1981 年横浜生まれ横浜育ち。青山学院経済学部卒業。
2009 年アスカコヤマックス株式会社を立ち上げ、横浜を

せん＿線＿ Line ＿ Ligne

KNESEBECK

拠点に、デザイン／映像編集／企画／ディスプレイなど、
様々な分野の業務を請けおう。

光画コミュニケーション・プロダクツ

No.

0005

REVIEW

No.

子供の頃一番好きだった絵本。そして私が最

0006

REVIEW

広い宇宙から極小の素粒子までを一直線に旅
するという同名の短編映画があり、この本は

描かれた小さなオブジェクト達は何度見返し

それに解説をつけたもの。世界の成り立ちにつ

ても新しい発見があり、わくわくしました。ただ

いて思いをめぐらせると同時に、世界の広さと

眺めているだけで楽しめる、画集や図鑑の

自分の小ささにハッとさせられます。スケールや

ような絵本。出し惜しみせずいっぱい描くを

時間など科学の根源の概念が感覚的に捉えら

教えてくれた私の原点です。

れる、大人から子供まで楽しめる本の一つです。

SELECT

SELECT

スイミーデザインラボ

だるまちゃんとてんぐちゃん
福音館書店

を経て、中川憲造、延山博保、金江秀一と共にデザインを
生活者の視点で企画・提案・制作・運用するデザイン会社
NDC グラフィックス設立に参加。横浜を拠点に
「チョコレー
トから環境まで」そのデザイン領域は多岐にわたる。デザ
イン・ラボ「ボルト・ナッツスタジオ」同人。

も影響を受けたアートブックです。所狭しと

吉水

加古里子 著

暁さん

1953 年大阪生まれ。高島屋宣伝部、日本デザインセンター

写真家・映像作家

卓さん

米国フィラデルフィアにて総合芸術を学ぶ。帰国後、デザ
イン事務所「株式会社スイミーデザインラボ」を設立。近
年は、日本を代表するアニメーション作品とのコラボーレー
ションアートを発表。また、MoMA Design Store でのラ
イブペイントイベントなど、アートとコマーシャルの境界線
無く活動。独特なタッチの絵は国内外で評価されている。

フィリップおよびフィリス・モリソン、
チャールズおよび
レイ・イームズ事務所 共編著／村上陽一郎・公子訳

POWERS OF TEN
（宇宙・人間・素粒子をめぐる大きさの旅）
日経サイエンス社

菅原康太さん
人物ポートレート写真を中心に活動する写真家・映像作家。
横浜市在住。撮影監督を務めた短編映画「鼻歌」は第 69
回カンヌ国際映画祭ショートフィルムコーナーにて正式上映。
家族写真などハレの日を記録に残す「風と凪」ディレクター。
have a Yokohama では毎号「私、横浜人です」の撮影を
担当している。

編集後記 [ FROM THE EDITOR]

へと変えるべく、2020 年のJR 横浜タワー開業に合わせて新

街に誇りを持って暮らすこと。have a Yokohama が大切にし

所」や「買い物や飲み会によく使う」という方もいれば、
「通勤

たに立ち上がったタウンマネジメント組織が「 YOKOHAMA

てきた課題に、新しいメディアで再び取り組む機会を与えてい

（通学）で通るが駅の外にはあまり出ない」という方や「いつも

Station City（YSC ）
」です。

ただく形となりました。

あなたにとって横浜駅はどんな場所ですか？「待ち合わせ場

工事しているよね」と思う方もいるかと思います。

工事用仮囲いを舞台としてきた have a Yokohama は、

振り返ってみると、この 4年半、仮囲いで起きたことはちょっ

1日に220万人の人が行き交う横浜駅は、これまで交通、生活

今後、YSCのメディアへとバトンタッチします。YSCの合言葉は

とした奇跡のように感じます。皆が同じ方向を向いて、仲間を増

の面から横浜を支え、巨大な拠点であり続けてきましたが、一方

「 Yokohama Station with Yokohama!： 横浜駅は、横浜の

やしながら進んでこれたお陰で、素敵な景色に出会えました。そ

で「横浜らしい」場所として思い浮かぶのは、みなとみらいなど

街とともに。人とともに」。have a Yokohamaが仮囲いの紙面

してまだ道は続きます。仮囲いでは「横浜を体験できる」メディ

の港の風景であり、馬車道や山手などの異国情緒を感じる風景

づくりの中で培ってきた、地域のネットワークやクリエイターと

アとして情報を掲出してきましたが、今後は横浜駅こそ、
「have

でしょう。また、横浜で活躍している方の活動・発信拠点は関

のつながりを土壌として、横浜の街や人とともに、横浜の魅力を

a Yokohama」な場所になれるよう、応援し

内に集中しており、横浜駅は横浜らしさを感じたり、新しい何か

創造的な形で発信していくための企画を準備しています。ひと

ていただけたら嬉しいです。

が生まれたりする印象を抱いたりしづらいかもしれません。

つの商業施設だけではなく、横浜駅だけでもなく、横浜全体の

[ YOKOHAMA Station City website]

そんな横浜駅を、「新しい横浜らしさ」を発信していく場所
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魅力を知ってもらうこと、クリエイティブの力を街へ届けること、

https://cityup.jp/yokohamastationcity/

掲載されているアートワーク、記事、写真の一部は2015年から2020 年に横浜駅西口の工事用仮囲いに掲出されたものです。一部再構成しております。無断転載、引用等を禁じます。
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