ピクニックパレードの拠点会場

地下鉄東西線 国際センター駅
12 月 6 日開業予定の地下鉄東西線「国際センター駅」を使ってみました！

国際センター駅は、周辺の美術館・博物館・植

物園や国際的な学会・大規模なイベントに訪れる人たちの玄関口として、フレキシブルに活用できるオープンな空間と

なっています。ピクニックパレードは国際センター駅をいち早く使った企画です。どんな使い方ができるか試行錯誤しな
がら、みんなで場所の魅力を発見し存分に楽しみました。

ピクニックパレード開催報告
第１弾｜せんだいセントラルパークの新緑を楽しむ１週間

私たちが日ごろ通り過ぎている道や公園・河原を、ちょっとした
きっかけで誰もが楽しめる「ピクニック」の場にしていこう！
仙 台 を こ よ な く 楽 し む 市 民 有 志 が、新 緑 の 季 節 を 満 喫 す る ピ ク
ニック三昧の１週間「ピクニックパレード」を開催しました。
ガラス張りで開放感のある建物で写真栄えしま
す。室内から飛び出して建物をバックに撮影会
も繰り広げられました。

２階は天井高さが４〜５ m と広々としているの
で音が良く響きます。オカリナ、紙芝居、ウク
レレ等の生声が綺麗に聞こえました。

なんと言っても目玉はホンモノの芝生広場でピ
クニックにはもってこいの場所。小さい子が遊
び回るにもちょうど良い広さでした。

会場は今年 12 月 6 日に開業する地下鉄東西線の国際センター駅か
ら広瀬川・西公園までと広いエリアでした。杜の都のシンボル・
広瀬川や自然に囲まれた西公園、美術館・博物館・仙台城跡等が
集まり “せんだいのセントラルパーク” と呼べる所です。
こんな素敵な所に地下鉄の駅ができるとピクニックの行列ができ
るのでは！？ たまに通る地下鉄のテスト運行にワクワクしながら、

１階はエントランスがいくつもあるので色んな
人が立ち寄ります。皆さん特に模型に注目して
くれました。

国際センターとシェルター ( 屋根 ) がつながって
いてちょうどいい日かげに。フラッグを設置し
て彩りを加えてみました。

街の夜景を眺めるスポットとしてもさることなが
ら、駅自体がライトアップして青葉山の夜を演出
していました。

まったりのんびり楽しみました。

ピクニックパレード実行委員会
毎 月 開 催 し て い る［ＳＣＰ（Sendai Central Park）ピ ク ニ ッ ク］に 集 う 仲 間 た ち が、

「もっとみんなでピクニックを楽しもう」と想いを一つにしてピクニックパレードを企

画しています。色んな職種の方が集まっているので、企画づくりでは多彩な視点から
思いも寄らぬアイディアに発展していったり、はたまた沈黙が続いたり。そんな時間
も楽しみの１つとしてみんなで進めています。

速報！

\ 第２弾の開催が決定しました！/
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最新情報はホームページ・Twitter をチェック♪

@sendai̲cp

ピクニックパレード

http://sendai-cp.net/parade

企画づくりから参加したい仲間も募集！
月一回開催のＳＣＰピクニックへお越し下さい。

開催概要
会期： 2015 年 5 月 31 日（日）〜 6 月 6 日（土）
会場： 国際センター駅〜広瀬川〜西公園
入場： 無料
主催： ピクニックパレード実行委員会（都市デザインワークスとピクニック仲間たち）
協力： カワラバン、西公園プレーパークの会、西公園を遊ぼうプロジェクト、
仙台市天文台、カフェ・モーツァルト、仙台国際センター（青葉山コン
ソーシアム）、仙台市、近隣住民の皆さん
※東西線まちづくり市民応援部支援金交付対象事業

ピクニックパレード実行委員会（都市デザインワークス内）
〒980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町 6-6-903

西公園会場

広瀬川会場

3Days!

日
（日）

募集！

10月

国際センター駅会場

Tel：022-264-2405 Fax：022-796-0080 HP：http://sendai-cp.net/parade Mail：info@udworks.net Twitter：@sendai̲cp

DATA
来場者数 / 約 700 名

連携団体 / 17団体

ＨＰページビュー ：7,700（5.11-6.10）

Facebookいいね！：316（リーチ数：12,383）

※都市デザインワークスページ関連投稿

そらのしたで まち あわせ

新緑がとっても鮮やかなこの季節に、平日も週末も、ひとりから大勢まで、思い思いにピクニックし
ました。参加した方も、ピクニックを呼びかけた方もみんなで、いつもとちょっと違ったにぎやかな
「せんだいセントラルパーク」の１週間を楽しみました。

宮城県美術館

ピクニックツール貸し出しました！

西公園
国際センター駅

西公 園

しゃぼん玉をくわえながら子ども同士が
話をしていた。
「タバコミュニケーション」
ならぬ「シャボコミュニケーション」!?

10

11

2015年12月5日開業

ハンモックがあれば、いつまでもダラ
ダラしていられます… 仙台でハン
モック使える場所が知りたいですね。

10

ハンモック（自立式）
ローテーブル
折りたたみチェア
バドミントン
将棋
ピクニックラグ

個人的にはランニングが好きなので、
ランナー用のコースがあったらうれし
いです。いつかマラソン大会も（？）

西公園 100 万人で
夕日を眺める会

14

国際センターから広瀬川・西公園が少
し離れていたけど、ピクニックのハシ
ゴをしている人が何組かいた。地下鉄
が開業すると便利になるのだなぁ。

西公園 100 万人で
夕日を眺める会

西公園ちびぱーく

広瀬川
広瀬

仙台市博物館

のんびりまったりで、
説明が多すぎず、ちょ
うど良く感じました。

ひとりでは、そとでゆっくり
過ごしづらいけど、ハンモッ
クでパーソナルスペースが確
保されると、長居したくなる。

地下鉄東西線

広瀬川
カワラカフェ

06

楽しいだけで終わる企画や、
イベントでなくとも楽しいこ
とが続くといいと思います。

08

03

イベントっぽくなるとピクニック
だけど誘いやすい。その反面、招
く招かれるの関係ができてしまう。

子供たちと仲良く
なって楽しかった。

SCPステーションカフェ
ピクニックツールの貸し出し

仙台の街並に太古の地形が残
されている。仙台の地形に興
味が持てる様になった。

04

自然に触れて色々教えて
もらえた。もっともっと
知りたいと思いました。
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14

04
空を見上げてコンサート
〜絵本と歌とウクレレと〜

川遊びパレード

国際 セ ン タ ー駅

川辺のかんさつ

地下鉄東西線の開業前後で継続的に開催してほしい

天体観望会【ベガ号】
大きなもの飛ばしはじめました
大きなもの飛ばしはじめました

【国際センター駅のプログラム】
01

02

オカリナ＆
ギターコンサート
5/31（日）11:00-11:40

企画：うりふたつ

03
紙芝居
上演会
5/31（日）12:00

企画：仙台の昔を伝える紙芝居
作り・上演実行委員会

04

空を見上げてコンサート
〜絵本と歌とウクレレと〜
5/31（日）14:30

企画：ハッピーボイスプロジェクト

05

06

大きなもの飛ばし
はじめました

epi
photo session

SCP
ステーションカフェ

6/6（土）13:00-16:00

6/6（土）11:00-17:00

企画：大人の遊び場プロジェクト

企画：東北女子学生コミュニティepi

5/31（日）
・6 / 6（土）
10:30-16:00

企画：m table.
Sendai COFFEE STAND

【西公園のプログラム】
07

08
景観開花。

09
天体観望会
【ベガ号】

5/31（日）- 6/6（土）
10:30-16:00

6/4（木）19:30-21:00

企画：景観開花。実行委員会

企画協力：仙台市天文台

10

11

SCP
ステーションセンター

西公園 100 万人で
夕日を眺める会

企画：都市デザインワークス

企画：西公園を遊ぼうプロジェクト

5/31（日）
-6/6（土）
10:30-16:00

【広瀬川のプログラム】

5/31（日）17:00

12

13

14

西公園
ちびぱーく

西公園
プレーパーク

川遊び
パレード

カワラカフェ

5/31（日）10:00

6/4（木）11:00-14:00

企画：西公園プレーパークの会

企画：西公園プレーパークの会

企画：カワラバン

企画：カワラバン

6/3（水）
・4（木）
10:30-14:30

6/3（水）
・5（金）
10:00-16:00

