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開催期間

12土〜
12／8日まで
10／

※12／7土を除く第2・4の土・日曜日

て～しゃばストリート１０５会場図

イベント開催時間

10月12日土

10：30〜15：30

ワハハ本舗deオープニング （9：45～11：45）
ワハハ本舗とコラボしたお笑いオープニングセレモニー
開催宣言「キックオフ」
こばと幼稚園鼓笛隊演奏
ワハハ本舗お笑いライブ（10：50〜）

10／27日駅北て～しゃばストリート会場図

ワハハ本舗出演

タマ伸也

3ガガヘッズ

青島まつりだ、
ヤーレコノセ～！ （12：00～14：30）
青島地区7台の屋台が大集合！
！
フードスマイルフェスティバル会場

コラアゲンはいごうまん

A案

藤枝駅周辺のエリア別ロゴデザイン

ネット投票受付開始！

あなただ！！

選ぶのは、

藤枝駅周辺の３つの大きなエリア（駅前・駅南・青木）について、それぞれの目指す
「まちの姿」の実現と、
「ブランド化」により、“住む人” “来る人”を増やし、にぎわ
いと魅力のあるまちづくりを進めていくためエリア別のロゴを作成します。ロゴは、

若葉をモチーフにしたエレメント。

街並をイメージしたエレメント。

「実り」をモチーフにしたエレメント。

街が新たに芽吹き育まれていく様子と、

新しく街並みがうまれ、そこから

文化がつぎつぎと実っていき、

葉脈が街を回遊するイメージを

新しい文化が生まれていく様子を

そこから新たな人と人の関係が

表現しています

表現しています

生まれる様子を表現しています

B案

皆さんの投票により決定します。ぜひネット投票にご協力下さい。
①各エリアが目指すまちの姿
青木：明るくお洒落な街なみと、魅力的な個店やスポットが生まれる「巡りたいまち」
駅前：ワクワク楽しく便利な街なかライフを実現する「住みたいまち」
駅南：志太榛原地域の中で、遊び、活動、交流の中心となる「訪れたいまち」

②中心市街地エリア別のデザインコンセプト
【青木】 ・モチーフ：若々しさと人々が回遊する空間
・カラー ：緑（人と自然との共生、人と人とのつながりをイメージ）

各エリアの文字をモチーフにしたタイポグラフィ案。各文字の背景にはエリアをイメージしたエレメントを配置。

【駅前】 ・モチーフ：清潔感と利便性が整った居住空間

青木→回遊する足跡

・カラー ：青（住み心地よく、洗練された街をイメージ）

駅前→整備された住宅環境

駅南→新しい文化がわき上がるイメージ

【駅南】 ・モチーフ：新しい文化や交流が次々と湧き上がる空間
・カラー ：赤（文化の実りや人と人とが集まる熱をイメージ）

C案

③エリアロゴの活用
ロゴと一体的に地域ブランドを高めていくため、いろいろな場面での情報発信や地域の
皆さんや企業などと連携して、様々なシーンで活用していきます。
ロゴ＝まちのイメージとして、皆さんに定着し、親しまれるロゴにしていきます。
投票期間：10月10日木～11月11日月まで
投票場所：㈱まちづくり藤枝ホームページ http://www.fujieda-machista.com
ロゴ決定後は、まちづくり藤枝ホームページ、Facebook、Twitter
その他イベント等で順次発表

駅サイティングＦＵＪＩＥＤＡ 第２号でも
ロゴデザイン発表！！

藤枝「お！ まち」 フォトコンテスト作品募集
題

自然・憩い・安らぎを感じさせる

清潔で整頓された居住空間をイメージ。

エネルギッシュでたくさんの人が集まり

カラーリングと、遊動的なフォルムで

商店街の人情と新しい空間が

次々と文化が生まれでてくるイメージ

街を回遊するイメージを表現

融合された地域を表現

SNSを活用した新しいマーケティングの展開
いま、ネットワーク社会で何が起きているのだろう。

材：藤枝市中心市街地(駅周辺)で撮影されたもの
・人物、お祭り、賑わい、各種イベント等

それはマーケティング手法をどう変えてきているのか、

・風景、自然、街並み、イルミネーション等

私達はどう活用することが効果的なのだろう

サ イ ズ：四つ切りワンサイズ（ワイド版不可）

日

・デジタル作品はA4サイズ

18:30～19:30 セミナー

応募点数：一人5点以内
賞

19:30～20:30 質疑応答、交流会

：藤枝まちづくり大賞

1点 賞金3万円、賞状

藤枝まちづくり金賞

2点 賞金1万円、賞状

藤枝まちづくり銀賞

4点 賞金5千円、賞状

入 選

時：平成25年11月29日(金)

場

所：まちづくり藤枝コミュニティスペース

講

師：静岡産業大学情報学部講師
永田奈央美先生

15点 商品

参 加 費：2,000円

締め切り：平成25年12月13日(金)必着
応募方法：募集チラシ応募票に必要事項を記入、作品の裏面に添付し、

静岡産業大学情報学部、藤枝駅前商店、
（株）まちづくり藤枝の共同セミナーを

下記の主催者まで郵送又は持参

開催します。Facebook、Twitter、mixi、LINE 等、日々拡張を続けるソーシャルメ

主 催 者：㈱まちづくり藤枝「フォトコンテスト」係

ディアは、社会・消費生活・メディアなどに、どのような変化をもたらしていくの

〒426-0034 藤枝市駅前2丁目7-26

でしょうか。皆さんと一緒に議論しながら、考えていきたく思います。なお、セミ

TEL 054-645-1555

ナー後は講師を囲んでの交流会があります。

FAX 054-668-9191

藤枝「お！ まち」
フォトコンテスト

上手な写真を撮るワークショップ

１部 13：00～15：30

日

時：平成25年10月23日(水)

場

所：まちづくり藤枝コミュニティスペース

定

員：各部先着12名

２部 16：00～18：30

受 講 料：1,000円
申し込み：㈱まちづくり藤枝まで電話申し込み、又は応募票に必要事項を記入しFAXまたは持参
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変わる藤枝駅南…これからも目が離せない！
！

まちづくり藤枝
スタッフが見つけた

〜新しい複合商業施設が、2015年12月誕生！〜

ちょっと気になる！
？
こだわり名店紹介♪
こんなお店が
あったんだ～

「オーレ藤枝」の２期事業として計画されている新しい複合商業施設の全容が明らかになりました！このビルは、
「オーレ藤枝」
本線

道
の隣に建設され、地下１階・地上14階建で、１階～３階は商業店舗、４階はオフィス、５階～14階は結婚式場やホテルなど
東海

が入ります。“訪れたいまち・藤枝駅南”のランドマークになることが期待されます。

西友

JR藤枝駅

駅西公園

TOKAI ケーブルネットワークメディアプラザ藤枝

駅サイティング藤枝

START

武道館
オーレ藤枝

市民体育館
東海

道

本線

トラットリア
ランパーダ

菓子処
保月

絶賛
放送中

APITA藤枝店

モンキーポケッツ
ジェノバ
藤枝四川飯店＆ガーデンズ

BiVi藤枝
藤枝シネプレーゴ
藤枝市立駅南図書館

100円ショップ

駅南公園

会飯よこ多

オレンジ
前島局

菓子処

保月

前島にお店を構えて41年。現在のご主人が一代で築いた和菓
子屋さん。この秋の目玉は、“秋いっぱい、栗いっぱい 新栗蒸
しようかん”！和菓子だけでなく、美味しい洋菓子も作ってます。
住

CALʼS GENERAL STORE

静岡県
武道館

356

しずおか信用金庫

藤枝順心
付属幼稚園

所 藤枝市前島1丁目10-25

営業時間 9:00～19:30
定休日 木曜日

TOY SHOP MM

ギャラリー
桐の蔵

Jimmy2nd booth
四季彩館

桐の蔵

サンクチュアリ

セブンイレブン

ルポティロン

ＴＥＬ 054-635-3367

ギャラリー

プルクワパ？

藤枝順心
中学校・高等学校

TOY SHOP MM 【トイショップ

ことり

エムエム】

CAL’S GENERAL STORE 【キャルズ ジェネラル ストアー】

県内の作家さんの作品を中心とした、和装の小物や家具の展示・販売
をしています。企画展もやっており、現在は「陶芸 呑舟庵展」を開催中

映画やアメコミなどの海外キャラから、アニメや特撮などの和
物キャラまで、幅広い品揃えのフィギュア＆キャラクター・グッ

1950年代～60年代のものを中心に、アメリカ雑貨が所狭しと
並ぶ雑貨屋さん。古き良き時代のアメリカの文化が香る、懐か

（10月8日～20日まで）。11月12日からは、前島範久木彫展を開催予定。

ズのお店です。

しいお店です。

住

所 藤枝市前島2丁目28-11

住

所 藤枝市前島2丁目7-9

ＴＥＬ 054-637-3808

ＴＥＬ 054-639-6390

営業時間 10:00～17:00

営業時間 平日

定休日 月曜日

住

所 藤枝市前島2丁目2-14
ブルーメゾン青島1階 101

ＴＥＬ 054-637-2575

12:00～20:00

営業時間 11:00～20:00

日曜、祝日12:00～18:00
定休日 木曜日

定休日 水曜日

ＵＲＬ http://mm6390.blog96.fc2.com/

ＵＲＬ http://calsgs.com/

四季彩館

ことり

Jimmy 2nd booth 【ジミー

季節に合った材料で作る絶品のおかずは、いつも地元の人に大人
気。ご飯はこだわりをもって炊いているので、ふっくらホカホカ。お

落ち着いた雰囲気の店内には、お洒落なアンティーク雑貨が沢
山あります。普段の生活に取り入れたいお洒落な小物や、大切

ジーンズといえば、岡山県児島市。児島のブランド「Johnbull：
ジョンブル」のデニムをメインに取り扱う、こだわりのジーンズ

惣菜の品揃えも多く、どれを選べば良いのか、悩んでしまうかも。

な人へのプレゼントなど、こだわりの一品が見つかります。

ショップ。

住

所 藤枝市前島3丁目8-1

住

所 藤枝市前島3丁目8-1

住

2nd ブース】

所 藤枝市前島3丁目1-1

ＴＥＬ 054-637-1715

ＴＥＬ 054-635-4111

ＴＥＬ 054-636-2925

営業時間 11:00～18:30

営業時間 11:00～19:00

営業時間 11:00～20:30

定休日 日曜日

定休日 木曜日

定休日 火曜日

ＵＲＬ http://www.cotory.jp/

ＵＲＬ http://jimmy2nd.shop8.makeshop.jp/

平成２5年度

イ ベ ン ト ス ケ ジ ュ ー ル
2013

※今後イベント内容に変更が生じたり、天候により中止となる場合があります。

10月13日日

和太鼓街かどワークショップ

10月26日土

（10:45～15:30）

フリーエース美容学校
「美容ワクワク体験」

英語であそぼドキターKIDSの
ハロウィーンonて～しゃばストリート

田沼魁太鼓＆女組太鼓
「結華」コラボレーション

市内を始めとした太鼓団体による勇壮な

（10:30～15:30）

（10：30～12：30）

（13：00～14：00）

フリーエース美容学校1期生による、キ

て〜しゃばストリートでTRICK or TREAT

コラボ和太鼓がて〜しゃばストリート

和太鼓演奏
出演：藤枝太鼓（ワークショップあり）、岡
部宿蹴鞠太鼓、赤石太鼓保存会

ッズ・プチヘアアレンジ。

に響く

鞠書園 書道パフォーマンス
（14：00～15：00）
音楽にあわせた書道の妙技は必見！
！

10月27日日

駅北て～しゃばストリート

サッカーのまち・藤枝

バスストリート

スタンプラリー実施

（10:30～15:30）

ドリブラー＆シューター＆Ｂ級グルメ大会

バス車両の展示（大型バス、小型低床バ

藤枝駅北口広場・駅前商店街・喜多町名

駅北フェスタ

ストリートドリブラー対決、超スピードシュ

ス、
ワンボックス、福祉車両）、啓発資料

店街・西友藤枝店・フードスマイルフェス

ーター大会、
サッカーＢ級グルメ対決など

の掲示、時刻表・パンフレット等の配布

ティバル会場の５ヶ所を巡るスタンプラ

安全安心デー

キッズあそびの広場

パトカー・白バイ・梯子車の展示、警察官

お絵かき・積み木・輪投げなど

リーを実施！
！景品交換は、藤枝市文化セ
ンター前です。
デジタルカメラ、空

駅前音楽広場、藤枝元気まつり、藤枝Ｍ
ＹＦＣサイン会＆サッカーボーリングなど

喜多町タマちゃん招き猫まつり
猫グッズの販売、陶器の招き猫の色づ

ちびっ子制服の貸し出し・記念撮影、エ
スピーくんとシズカちゃん＆ぽんぷくんと

け・販売、
プロパノータ演奏など

記念撮影、
自発光反射材等の配布など

11月9日土

LINK UP ふじえだ

笑顔でダンス！リトルラビッツ

（11：00～15：30）

気清浄機、Quoカ
ード等、豪華景品
が当たる！

（14：00～14：30）

重機パフォーマンスwith
Dance Studio VIBE

フリーエース美容学校
「美容ワクワク体験」

て〜しゃばストリートを

子供たちの楽しいダンスを披露

（13：00～13：30）

（10：30～15：30）

DJ SOUNDに巻き込む！
！

出演：リトルラビッツ

ダンスと重機の異色コラボ

フリーエース美容学校の簡単に出来るネ

出演：SAGARA gga BASE with SOUND

出演：Dance Studio VIBE

イルチップ作り。

SYSTEM、DJ KO-HEY、TOMMY、

この日は一日、
ダンスと音楽でストリート

BIR DM AN、SIM ACU T、D an ce

105が賑やかになります！

space JIGGY、 and more…

11月10日日

11月23日土

ブラバンストリートwithマリンバ・ワークショップ

ボンマルシェフジエダ

藤枝オータムJAZZ105

（10：30～15：30）

（11：00～15：30）

（10：30～15：30）

普段ゆっくりお買い物が出来ない子

心地良いジャズの調べを、て〜しゃば

藤枝市近隣の吹奏楽団がストリート１０５に集まり、素晴らしいブラスの調べをお届けします♪

育てママ等を対象に、アンティーク雑

ストリートで楽しもう♪

出演： 藤枝中学校吹奏楽部、島田高校吹奏楽部、岡部吹奏楽団、藤枝市民吹奏楽団

貨・カフェ・レストランなど、お洒落で

出演： 静岡銘曲堂、ブルーセブン、Jazz

こだわりのお店が集結！

ロンドンバス周遊（有料）

ブランカダンススタジオ、松本真林、
ALL ジャムセッション

（10：30～15：30）

11月24日日

藤枝三ツ星百貨店
（10：30～15：30）

静岡県内のこだわりの雑貨
やカフェ、スイーツなどが大
集合！どのお店も三ツ星を
つけたくなるお店ばかり。
そ
んなお店が集まる藤枝三ツ
星百貨店をお楽しみに！
！

Charming Brass、藤枝西高校ウインドオーケストラ部、藤枝北高校ブラスバンド部、藤
枝東高校音楽部、大井川高校吹奏楽部、
静岡マリンバ×マリンズ

Nights、小関信也カルテット、カサ

12月8日日

スポーツ＆健康フェスタ
inふじえだ2013
（10：30～15：00）
スポーツコーナー・ダンスステージ・ミニ
トランポウォーク・バルーンマジックなど、
誰もが気軽にスポーツを楽しめる１日。
て
～しゃばストリート１０５・静岡県武道館・
蓮華寺池公園で同時開催！
！

ルミスタふじえだ点灯式

16：30 藤枝駅北口〜17：00 藤枝駅南口
藤枝聖母幼稚園キャロル隊＆スペシャルゲストも来るヨ！

同時開催！ フードスマイルフェスティバル
駅北て～しゃばストリートとフードスマイルフェスティバルが藤枝駅北
で同時開催。
この日は、駅北に集合だ～！
！
藤枝の「食」をテーマに、様々な農産物や加工
食品の試食・販売のほか、トークショーなどス
テージイベントあり！！

10月27日日

（9：00～15：00） 藤枝市民体育館・武道館

中心市街地プロモーションミックス・ブランドアップ事業「駅サイティング藤枝」 発行／㈱まちづくり藤枝

藤枝市駅前 2-7-26

054-645-1555

