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象の鼻テラスのある「象の鼻地区」は、1854 年3 月31 日、アメリカ合衆国のペリー提督が2 度目の来日で初めて横浜に
上陸した場所です。1859 年、日米修好通商条約により横浜が5 つの開港場の一つに指定されて以降、この地区は横浜で最
初の本格的な波止場となり、諸外国との活発な貿易、交易の舞台となりました。 
 
2009 年。横浜港発祥の地「象の鼻地区」が開港150 周年記念事業により「象の鼻パーク」に生まれ変わりました。海や港
を見渡せる緑の丘、日本大通りから港を感じる開放的な広場。その中にアートスペースを兼ね備えたレストハウス（休憩
所）として建てられたのが「象の鼻テラス」です。横浜市が推進する創造都市施策の活動拠点として運営がスタートし、開
港当時から異文化と日本文化がこの土地で出会ってきたように、象の鼻テラスは、さまざまな人や文化が出会い、つながり、
新たな文化を生む場所を目指し、アート、パフォーミングアーツ、音楽など多様な文化プログラムを随時開催してきました。 
 
2019年。象の鼻テラスは開館10 周年を迎えます。記念企画では、さらに居心地のいい、快適な場所にするべく、この先1 
年後・10 年後・100 年後の象の鼻パーク・テラスに「あったらいいな」と思うアイデアをアーティスト・市民から集め、
みんなの夢のつまった『未来の風景』として2019 年に出現させる「パブリックスペース・プロジェクト」を始動します。 

１. 基本方針 

1年後・10年後・100年後の象の鼻パークの姿を想い描く 

「フューチャースケープ・プロジェクト」 

2019年6月2日、象の鼻テラスが開館10周年をむかえるにあたり、10周年記念事業を企画・開催します。 



キービジュアル 
Illustration: 荒牧悠 / Haruka Aramaki 



KEY POINT 
 
 

アートにできることを模索する、 
象の鼻パーク・テラスの新たな活用方法の実験プロジェクト 
9年間の運営を経た象の鼻テラスでは、平日はビジネスマンがお昼にお弁当を持ち寄る休憩場所として、休日はカップルや
家族連れの憩いの場所として多くの市民が来訪する一方で、市民のニーズが現状の設備に収まらない場面も増えてきたと感
じています。本プロジェクトは、パークやテラスの利用者にとってよりよい環境づくりのために、アートにできることを模
索し実験を試みるものです。公共空間のあり方について考え、話し合う機会をうみだします。 
 
 

横浜市民ひとりひとりのクリエイティビティが結集 
本プロジェクトは、象の鼻パーク・テラスで快適に過ごすための「アイデア」を公募形式で集め具現化させ、2019年6月、
象の鼻パーク・テラスを会場にした展覧会を実施します。「アイデア」はアーティストだけでなく、団体・大学・企業など
多様な市民から集めることを想定しており、創造都市横浜が生みだしたクリエイティビティが一堂に会する場を創出します。 



象の鼻テラス開館10周年記念展覧会（仮称） 
 
本プロジェクトは、象の鼻パークを快適に過ごすための「アイデア」を、アーティスト・市民から公募形式で集め、2019
年6月の「象の鼻テラス開館10周年記念展覧会」にて展示・実演するものです。 
展示・実演は応募者自らが行うことを想定しており、パブリックアートの展示やパフォーマンスなど多彩な表現から、「本
棚を置いてみる」といった身近なものを公共空間に登場させることで生まれる風景の集積を目指しています。応募者もアー
ティストから団体・学校の参加など、老若男女、多様な市民を想定します。 
 
アイデア募集期間：2019年2月11日（月・祝） 
開催期間(予定)：2019年6月7日（金）～6月16日（日） 
開催場所：象の鼻パーク・象の鼻テラス 
主催：象の鼻テラス 
共催：横浜市　｜　プロジェクトパートナー：小泉アトリエ、abanba、ノマドプロダクション 
 
 

２. 企画概要 



象の鼻パークの未来の風景を想像し、あったらいいなと思うこと
を自らが実現するアイデア。 
10秒・10分・1時間・10時間・10日・10年の中から「ある時
間」を選び、その時間、象の鼻パークが快適で居心地のいい、楽
しいスペースになるアイデアをご提案ください。 
（ご応募いただいた内容は選考いたします。） 
 

３. 募集要項概要 

・アイデアは、応募者本人に2019年6月の「象の鼻テラス開
館10周年記念展覧会」で展示・発表して頂きます。内容は、
応募者自身が実施可能なこととしてください。 
・アイデアの表現種類に制限は設けません。 
・集まった応募内容をもとに時間・場所を調整します。ご希望
に添えない場合があることを予めご了承ください。 

展示期間中にアイデアを展示・実演できる個人または団体。 
年齢・経歴は一切不問。 
 
※応募者が未成年の場合、管理責任者（20歳以上）を設定し
てください。 
※但し、以下に該当する場合は対象となりません。 
① 応募者が横浜市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関
係者、または、暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者である場合 
② 応募者が神奈川県暴力団排除条例の規定に違反している事実がある場合 

募集内容 応募条件 

応募対象 



・指定の応募用紙（[象の鼻テラス10周年特設サイト]よりダウン
ロード）に必要事項を記入の上、お送りください。 
 
・メール（10th@zounohana.com）、または郵送（神奈川県横
浜市中区海岸通1丁目　象の鼻テラス）で受付します。 
 
・メールの場合、添付データのサイズは5MB以下にしてお送りく
ださい。郵送の場合にかかる送料は、提案者がご負担ください。 
 
[様式1] 応募者情報（2枚） 
[様式2] アイデア概要／選択した時間・時間帯・場所／アイデア
イメージ（3枚） 
 
https://www.10thzounohana.yokohama/howtoapply/ 
 
 

募集締切後、応募条件を全て満たしているか否かについて選考し
ます。選考は本企画のプロジェクトチーム（象の鼻テラス・横浜
市・プロジェクトパートナー）で行います。通過したアイデアに
ついては2019年6月7日～16日の「象の鼻テラス開館10周年記念
展覧会」内で展示・実演して頂きます。 

応募方法 

選考基準 

2018年10月10日（水）～2019年2月11日（月） 
 
 
【スケジュール】 
2019年2月：選考＞＞選考結果通知 
　※選考結果は2月末までに事務局（象の鼻テラス）から 
　ご連絡します。 
 
2019年3月～5月：作品企画内容詳細検討（設営スケジュール、
運営体制など含む） 
 
2019年4月：展示内容 
 
2019年6月7日（金）～16日（日）：発表展示 
（会場：象の鼻パーク・象の鼻テラス） 
 
 

募集期間 

無料 
 

※アイデア実現にかかる費用について、主催者からの支援
はありません。実施費用は自己負担でお願いします。 

出展料 



①　事前ワークショップ 
　　2018年5月15日～6月2日 
　　施設利用者から「あったらいいな」と思うアイデアを募集。市民をグループに分けて実施したワークショップとその場で自由にア 
　　イデアを書き込めるブースを設置 

②　キックオフイベント 
　　2018年6月7日 
　　トークイベントと、①事前ワークショップの成果展示。トークイベントでは、公共空間活用の最新事例をゲストスピーカーから紹 
　　介、公共空間における創造的活動の可能性についてラウンドトークを繰り広げた。 

③　募集要項発表会 
　　2018年10月10日（水）16:00-20:00 
　　募集要項の説明会に加え、アーティスト・トーク、公募プロジェクトの一例紹介としてケースプロジェクト・プレゼンテーション 
　　を行う 

④　募集期間 
　　2018年10月10日（水）～2019年2月11日（月）　　 

⑤　選考・準備 
　　集まったアイデアについて条件に当てはまっているかの事務局審査を経て、応募者に結果通知。通知は2月中を予定。　 
⑥　象の鼻テラス開館10周年記念展覧会 
　　（予定）2019年6月7日（金）～6月16日（日） 

４. 推進フロー 

2018	 2019	

5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

④募集期間 ⑤選考・準備 ⑥ ① ② ③



①　事前ワークショップ 
開催日時：2018年5月15日（火）～6月2日（土） 
 
施設利用者から「こんなものがあったらもっと快適、居心地がよくなる、楽しくなる」と思うアイデアを募集。 
市民をいくつかの属性でグループに分けて実施しました。【グループ：子ども/親/障害/中高年/外国人】 
オリエンテーション後、各自でアイデアを考え、グループ内で発表し合い、最終的に「アイデアシート」にまとめました。 
期間中、その場で自由にアイデアを書き込めるブースも設置【対象：たまたま訪れた観光客など】 
合計103のシートが集まりました。 

５. 進捗状況 



②　キックオフイベント 
開催日時：2018 年6月7日（木）14:00-19:00 
参加費：無料 *当日受付 
主催：象の鼻テラス 
協力：小泉アトリエ、abanba、ノマドプロダクション 
 
横浜の都心臨海部の都市デザインや象の鼻パーク・テラスの設
計、周辺エリアにおける文化活動などに携わってきた関係者、
横浜に限らず新たなパブリックスペースを生み出す活動に携わ
るゲストにより、これからの横浜や様々な都市における「パブ
リック」のありかたについて、3時間にわたって事例紹介と意見
交換を行いました。記録を特設サイトで公開しています。 

オープ二ングトーク 
恵良隆二（公益財団法人横浜市芸術文化振興財団専務理事） 
　-創造都市のマスタープラン / ナショナル・アートパーク構想  
小泉雅生（小泉アトリエ主宰／象の鼻パーク・テラス設計者） 
　-象の鼻パーク・テラスの設計意図 
 
第一部 
「ボトムアップのアーバンデザイン 公共空間活用の最新事例」 
泉山塁威（東京大学先端科学技術研究センター助教／ソトノバ編集長） 
　-タクティカル・アーバニズムと事例・活動紹介 
田中元子（株式会社グランドレベル代表取締役社長） 
　-個人によるパブリック空間創出の可能性・活動紹介 
菊嶋秀生（株式会社キクシマ 代表取締役） 
　-企業によるパブリック空間創出の可能性・活動紹介 
 
第二部 
「ラウンドトーク：横浜式パブリックスペースの活用法」 
恵良隆二（公益財団法人横浜市芸術文化振興財団専務理事） 
小泉雅生（小泉アトリエ主宰／象の鼻パーク・テラス設計者） 
泉山塁威（東京大学先端科学技術研究 センター助教／ソトノバ編集長） 
田中元子（株式会社グランドレベル代表取締役社長） 
菊嶋秀生（株式会社キクシマ　代表取締役） 
秋元康幸（横浜国立大学客員教授／ 
　　　　　一般社団法人 横濱まちづくり倶楽部事務局長） 
桂有生（横浜市都市デザイン室） 
杉崎栄介（公益財団法人横浜市芸術文化振興財団） 
番場俊宏（abanba／象の鼻パーク・テラス設計担当者） 
岡田勉（象の鼻テラス　アートディレクター） 
 
進行：守屋慎一郎（象の鼻テラス　プランナー）	



③　募集要項発表会 
開催日時：2018 年10月10日（水）16:00-20:00（受付15:45） 
参加費：無料 *当日受付 
 
2019年6月の開館10周年記念展覧会は、公募により集まった「ア
イデア」を会場内に散りばめ、展示・実演することを構想。 
これまで、施設の利用者から「あったらいいな」と思う要望を集
めるワークショップを実施してきましたが、今度は提案者が主体
的に「これがやりたい」と考えるアイデアを募集。 
「できごと」が起こる時間【10秒・10分・1時間・1日・10日・
10年】を応募者が各々設定します。その時間・その場所に出現す
ることが集積し、ひとつの風景を創出します。 
 
【イベント詳細】 
16:00　アーティスト・トーク 
「アーティストのアイデアが街を変える」 
　ゲストアーティスト：鈴木康広、椿昇 
　小泉雅生（小泉アトリエ主宰／象の鼻パーク・テラス設計者） 
　岡田勉（象の鼻テラス　アートディレクター） 
17:45　募集要項説明会 
18:00　ケースプロジェクト・プレゼンテーション 
（公募プロジェクトの一例紹介） 
　プレゼンター：小泉アトリエ、abanba　ほか 
19:00　フリートーク・交流会 



対象：個人　｜　1口：5,000円 

本事業は象の鼻テラス開館10周年記念事業であると同時に、公共空間活用の新たなモデル確立と多様な横浜市民の参加を目指すアート
プロジェクトです。事業推進に要する費用獲得に向け、皆様からの資金協力を目的とした参加型プログラムを立ち上げました。プログ
ラムによって、対象を[個人・法人]と分けており、法人様には広報特典のあるスペシャルサポーター枠もご用意しております。 
皆様からのあたたかいご賛同・ご支援をお待ちしております。ご検討宜しくお願い致します。 

６. 協力サポーター募集プログラム 

プログラム1：「MIZUNOWA」を広げてピクニック！ 

特典　・ピクニックシート「MIZUNOWA」1枚 
　　　・ゾウノハナソフトクリーム　1個 
　　　・ドキュメントブック(お名前クレジット表記)　1冊 
 
カラフルなピクニックシート「MIZUNOWA」を芝生一面に
たくさん広げ、みんなでピクニックする企画。 
「MIZUNOWA」は、象の鼻テラスのプロジェクト「SLOW 
LABEL」の一環で、アーティスト曽谷朝絵が考案した製品で
す。製品ラインに乗らない混色EVA素材を活用し、世界に一
つしかない色鮮やかなマットとして生まれ変わらせました。
今回特典となるピクニックシートは、1人～2人で使用できる
サイズとなります。象の鼻カフェの大人気メニュー「ゾウノ
ハナソフトクリーム」無料券付きです。10周年記念展覧会期
間中、シートを持ち込んでみんなでピクニックしませんか。 

ARTIST PROFILE 
 
曽谷朝絵（そや　あさえ） 
2006年「東京藝術大学大学院博士後期
課程美術研究科」にて博士号取得。絵画
とインスタレーションの両面で制作を続
けている。光と色彩に満ち あふれた作
品はダイナミックで現代的な感覚を持ち、
観る者の視覚を越えて身体感覚を呼び起
こす。 
http://www.morning-picture.com/ 



対象：法人　｜　1口：50,000円 

プログラム2：マジックアワーの眺望を楽しむ特別企画！ 

特典　・屋外スツール(社名クレジット表記付)　1脚 
　　　・ドキュメントブック(社名クレジット表記)　1冊 
　　　・協賛社一覧パネル(象の鼻テラス内)　社名表記 
夜明け前と夕焼けの後のわずかな隙間に訪れるマジックアワー。象の鼻パークでも、青い光、ピンクに染まった夕焼けに包まれ
る贅沢な時間が訪れます。そんな儚い時間を過ごすため、特別席を設ける企画。 
本メニューは、屋外スツールの準備にご協力頂くための参加枠です。 
スツールは「象の鼻テラス10周年記念展覧会（仮称）」期間中、象の鼻パーク内に設けたエリア内に設置します。夕暮れの特別
席としてだけでなく、日中も気持ちのいい風を感じながら憩いの場として、一般解放します。 
*屋外スツールの仕様はただいま検討中です。 

（イメージ） 



対象：法人　｜　1口：300,000円 

スペシャルサポーター 

特典　・屋外スツール(社名クレジット表記付)　1脚 
　　　・ドキュメントブック(広告ページ・社名クレジット表記)　1冊 
　　　・各種広報制作物へのロゴ・社名表記 

法人向け参加枠「プログラム2：マジックアワーの眺望を楽しむ特別企画！」 
の特典に加え、本プロジェクトの各種広報制作物へのロゴ・社名表記が可能と 
なるメニュー。制作物と社名表記の内容は一覧の通りです。 

ZOU-NO-HANA 10TH ANNIVERSARY PROJECT:

OPEN CALL FOR 
SUBMISSIONS 
FOR ZOU-NO-HANA 
FUTURESCAPE
象の鼻テラス 10周年記念企画「フューチャースケープ・プロジェクト」

10秒から 10年まで
象の鼻パークの
未来の風景を大募集

10 YEARS
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募集期間： 2018年10月10日（水）～2019年2月11日（月）
象の鼻テラス開館10周年記念展覧会： 2019年6月7日（金）～6月16日（日）

主催：  象の鼻テラス
共催：  横浜市
プロジェクトパートナー：小泉アトリエ、abanba、ノマドプロダクション

www.10thzounohana.yokohama

参考：フライヤー 

参考：ウェブサイト 

　チラシ 　社名表記（裏面） 

　プレスリリース 　社名表記 

　協賛社一覧パネル（象の鼻テラス内） 　ロゴ・社名表記 

　ウェブサイト 　指定サイトへのリンク 

　当日配布物 　ロゴ・社名表記 

　記録集 　広告ページ 

【制作物一覧】 



主催：象の鼻テラス 
共催：横浜市 
プロジェクトパートナー：小泉アトリエ、abanba、ノマドプロダクション 
 
 
問合せ： 
象の鼻テラス　担当：大越/橋本 
E-mail : 10th@zounohana.com  
 
231-0002 神奈川県横浜市中区海岸通1 
TEL 045-661-0602  　FAX 045-661-0603  
 
象の鼻テラス公式ウェブサイト　www.zounohana.com  
10周年記念特設WEBサイト　www.10thzounohana.yokohama 

象の鼻テラスについて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
象の鼻テラスは、横浜開港150 周年記念事業として、2009 年6 月2 日に開
館しました。横浜港発祥の地を、横浜の歴史と未来をつなぐ象徴的な空間とし
て整備した象の鼻パーク内に、アートスペースを兼ね備えたレストハウス（休
憩所）として、横浜市の新たな都市ビジョン「文化芸術創造都市クリエイティ
ブシティ・ヨコハマ」を推進する文化観光交流拠点の一つです。開港当時から
異文化と日本文化がこの土地で出会ってきたように、さまざまな人や文化が出
会い、つながり、新たな文化を生む場所を目指し、アート、パフォーミング
アーツ、音楽など多ジャンルのプログラムを開催しています。象の鼻テラスは、
横浜市文化観光局の委託により、株式会社ワコールアートセンターが運営して
います。  Photo: Katsuhio Ichikawa 


