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次回発行は10月20日です

新静岡セノバけやき口の前に設置されたマンホールの蓋（ふた）
（左）。JR清水駅江尻口、バス乗り場付近に設置されたマンホールの
蓋（下）。写真を撮っていく人も多く、新たな観光資源となりそう
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ちびまる子ちゃんマンホール
静岡市内 2 カ所に登場！
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9 月 6・7 日、静岡市清水区と葵区に「ちびまる子ちゃん」のマンホール 2 つ
が登場しました。これは、全国各地のオリジナルマンホールが観光客誘致に力を発
揮していたことに着目したさくらももこさんが昨年秋に提案し、なんと静岡市に寄
贈してくれたもの。市に届いたのは 8 月 7 日で、その直後に急逝されたことから、
市長はじめ市職員は、特別の思いでこのマンホールを設置したといいます。

マンホールの蓋に色んなデザインがある事を知り、
静岡にまる子のマンホールがあれば可愛いなと思い、
静岡市さんにご相談させていただきました。
今回、「お茶、富士山、駿河湾」をコンセプトに、2つ
のマンホールが出来ました。
静岡市で長く使用して頂けると嬉しいです。
そして静岡市の皆さんには、いつもあたたかいご声
援をいただき、本当にありがとうございます！
まる子デザインのマンホールの蓋も、皆さんに喜ん
で頂けると嬉しいです。

さくらももこさん、ありがとう

平成30年8月7日

さくらももこ

◎2面に続く

ƪƼǇǔ܇ƪǌǜと静岡市
清水出身で、静岡市のシティプロモーションや観光振興に尽力された、さく
らももこさんが急逝されました。静岡市ではさくらさんに初の「市民栄誉賞」
を贈ることが決定。さくらさんと、彼女が生み出したちびまる子ちゃんが、い
かに静岡を応援してくれ、多くの人から愛されたのかを、改めて振り返ります。

JR静岡駅北口を飾る、さくらももこさんイラストのフラ
J
ッグ。写真を撮る外国人の姿も時折、見受けられる

名刺にもイラストを印刷
影響力のすごさを再認識

さくらさんのイラストでシティプロモーション
JR 静岡駅北口で訪れた人を出迎えるのが、さくらももこさんのイラストを用いて静
岡市の魅力を紹介するフラッグです。さくらさんは平成 19 年〜 29 年に名所や特産
物など市の魅力を紹介する 22 種類のイラストを描き、市はフラッグをはじめ、プロ
モーショングッズに印刷して配布するなど活用しています。
「きっかけは、平成 19 年に全国の市長など 2100 人が静岡市に集結した『全国都
市問題会議』。静岡市としては初の大規模な全国会議で、静岡市を強力にアピールする
ために、さくらももこさんにイラスト 1 点と 静岡市はいいねぇ。 というコピーを
いただきました。それが反響を呼んだため、次年度以降も順次、イラストをお願いし
たのです」と話すのは、広報課シティプロモーション係の奥村むつみさんです。
静岡市はさくらももこさんの追悼企画として記帳台を設けたほか、ＪＲ静岡駅北口
地下広場で各種イラストを用いた看板を 9 月 17 日まで展示しました。

「手渡すと、相手の方の反応が違います」と
奥
奥村さんが言うのは、さくらさんのイラストを
印刷した市職員の名刺。課の業務によってデザ
インを使い分けるため、そこから静岡市の奥深
い魅力へ話が広がることも多いそうです。「こ
れだけすごい影響力を持つさくらさんが静岡を
応援してくださったことに、心から感謝を送り
たいですね」。

■写真提供：静岡市
静岡市広報課／☎054（221）1219

さくらももこさん、ありがとう

◎ 1 面から続く

ƪƼǇǔ܇ƪǌǜと静岡市
海外旅行客にも大人気！
ラッピング電車で静岡回遊
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静岡市の名物を伝える
「まるちゃんの静岡音頭」

通勤・通学の足だけでなく、観光の魅力も取り入れたい
と静岡鉄道では、アニメ放映 25 周年、エスパルスドリー
ムプラザ開業 15 周年、映画誕生という節目の年・平成
27 年に、
「ちびまる子ちゃんラッピング電車」を導入。車
体にキャラクター 18 人が描かれ、つり革の一部をちびま
る子ちゃんの顔や、友蔵の俳句などでデコレーション。平
成 28 年からは、声優 TARAKO さんのアナウンスも楽
しめるようになりました。今では、エスパルスドリームプ
ラザを訪れる海外旅行客も多く利用するなど、静岡市の回
遊に効果を発揮しています。
©さくらプロダクション／日本アニメーション
「10 月 14 日までは、さくらももこさんへの感謝の意を 運行休止の日もあるので、あらかじめ運行時間などの確認を
表したヘッドマークを付けて運行しています。今回の訃報
に際してラッピング電車継続を確認する声が多数寄せられ
■鉄道営業所／
検索
静鉄レールウェイ
ましたが、今後も引き続き、さくらさんへの思いを乗せて
☎054（261）
6981
http:wwｗ//train.shizutetsu.co.jp/
運行いたします」

「盆踊りなどで、市民みんなが踊れる曲があるといいですね」と、
さくらさんが市長に提案したことをきっかけに、平成 25 年に発
表された「まるちゃんの静岡音頭」。市の名物や名所を盛り込ん
だ歌詞は楽しく、夏祭りはもちろん秋祭りでも大人気です。さく
らさんの作詞に加え、細野晴臣さんやピエール瀧さん、パパイヤ
鈴木さんなどそうそうたる顔ぶれが静岡市のために一肌脱いでく
れたのは、まさにさくらさんの人望のたまもの。市では「振り付
け解説動画」や「プロモーション動画」を公開しているほか、振
り付けをレクチャーする「市民講習会」
「出張教室」も展開中です。

「まるちゃんの静岡音頭」
作詞／さくらももこ
作曲／細野晴臣
編曲／小山田圭吾
歌／ピエール瀧
振付／パパイヤ鈴木

県外の人に静岡の魅力紹介ラッピングバス運行中
しずてつジャストラインでは、静岡市のシティプロモーション
活動の一環として、さくらももこさんのイラストを使用したラッ
ピングバスを運行しています。1 台は、静岡と新宿を結ぶ高速バ
ス「静岡新宿線」、もう 1 台は定期観光バス「静岡（しぞ〜か）
満喫コース」で好評運行中。それぞれ絵柄が異なり、三保や久能
山、マグロやミカンなど景勝地や特産品をアピール。
「このバス
に乗るために県外からいらっしゃったお客さまや、写真を撮る方
も多く、反響は大きいです」と営業推進課の菊池真優さん。
左 高
左が高速バス、下が定期観光バス。注目
期観光
注
を浴びるように、車体に磨きをかける手
にも力が入るそう

■しずてつジャストライン／
（静鉄エクスプレス専用ダイヤル）
☎0570（080）
888

「まるちゃんの静岡音頭」はCDシ
ョップなどで一般販売中
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音頭普及を狙い、
コンテスト開催
「ちびまる子ちゃん」
ファンで大盛況
歌そのものが、静岡市のシティプロモーションとなる「まるちゃ
んの静岡音頭」
。誕生から５年を迎えた平成 29 年、静岡市は音
頭のさらなる普及を目的に、「清水七夕まつり」を会場とするコ
ンテストを企画。第１回はパパイヤ鈴木さん、2 回目の今年は声
優の TARAKO さんらが審査員となる中、毎年、それぞれ衣装
にも工夫を凝らしたチームが参加して、自慢の踊りを披露しまし
た。中には家族 3 世代で、「さくら家の家族」に扮したチームも
あり、ちびまる子ちゃん人気の高さをうかがわせました。

全国にただ 1 つの施設
「ちびまる子ちゃんランド」
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週末にはまる子ちゃんの着ぐるみ
が登場（上）
、約1万2000人の記帳、
500本の献花が行われた
（下）

■ちびまる子ちゃんランド／
☎054（354）3360（代）

「さくらももこさんの訃報を聞き、秋田や熊本など全国
各地から記帳に訪れる老若男女で、週末は大混雑。改めて、
さくらさんがどれほど人々の心をつかんでいたか分かりま
した」というのは、エスパルスドリームプラザ直営事業部
の池田広美さんです。
エスパルスドリームプラザ開業に際し、清水の活性化を
目的に、ちびまる子ちゃんの世界観を忠実に再現した施設
を作りたいと職員が直談判。その熱意に応じて、さくらも
もこさんから許可をいただいて誕生したのが、全国でただ
一つの「ちびまる子ちゃんランド」です。等身大で作られ
たちびまる子ちゃんの家や学校では、来場者もアニメの一
員となってその世界に浸ることができ、台湾や中国など多
くの海外客も訪れます。
「今後は、追悼イベントも考えています。ぜひ、さくら
さんの残した世界を楽しんでみませんか」

「清水七夕まつり」にもちびまる子ちゃんカラー！
60 年以上、地域で愛されてきた「清水七夕まつり」 い、と実行委員会。平成 26 年からは遊具をそろえた
は、時代と共に新しい特色を盛り込んでいます。それが、 「ちびまる子ちゃん縁日」を、平成 27 年からは七夕飾
清水が舞台の大人気アニメ「ちびまる子ちゃん」との
りのコンテストに「まる子賞」を加えました。平成 30
融合です。子ども連れのファミリーが多く訪れること
年にはちびまる子ちゃんの等身大パネルが登場し、一
から、地元の観光資源であるエスパルスドリームプラ
緒に写真が撮れるとあって大好評。清水ならではの、
ザの協力により、さらに観光・商業の活性化を図りた
子どもが大喜びする七夕まつりが実現しています。

エスパルスドリームブラザの遊具や、まる子ちゃんたちの着ぐるみ
が登場する
「ちびまる子ちゃん縁日」
は、子どもたちに大人気

昨年5作が受賞した「まる子賞」の中の1作。年々、工夫の凝らされた
作品が増えてきているという

■実行委員会（商工会議所清水事務所内）／
☎054
（353）
3401

これまでに2回実施された「まるちゃんの静岡音頭コンテスト」
。踊りの上手さと
いうより、いかに楽しく踊るかがポイントとなる

ちびまる子ちゃん誕生の街をアピール
「特別住民票」
「イルミネーション」
静岡市では過去にも、さまざまな活性化事業でちびまる子ちゃ
んが活躍しています。
平成 24 年には、JR 清水駅西口のイルミネーションに各キャ
ラクターが登場。街行く人の目を楽しませました。平成 26 年には、
静岡市中心市街地活性化協議会が、さくらももこさんの漫画家デ
ビュー 30 周年にあわせて、シリアルナンバー入りの「ちびまる
子ちゃん特別住民票」を限定販売。オリジナルイラストのクリア
ファイルや、清水のイラストマップ、ちびまる子ちゃんデザイン
パッケージの緑茶付きで、 ちびまる子ちゃんが生まれたまち
清水 を大いにアピールしました。

ちびまる子ちゃんのイルミネーション（平成
24年、
左）
「ちびまる子ちゃん特別住民票」
、
（平
成26年、
右）

写真提供：静岡市
■静岡市広報課／☎054
（221）1219

