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１．はじめに

しまなみ海道は、昭和 54 年 5 月、大三島橋の
開通以後、段階的に因島大橋、生口橋、伯方・大
島大橋が開通しました。その後、平成 11 年 5 月
1 日、新尾道大橋、多々羅大橋、来島海峡大橋の
開通により、尾道と今治間の島々が橋で結ばれて
今年で 10 年目を迎えました。これを記念して、

広島県、愛媛県をはじめ、地元の関係機関による
しまなみ海道 10 周年記念事業実行委員会を組織
し、「花とアートでつなぐ人・島・未来」をテー
マに、今年秋まで多彩な催しを行いますので、そ
の状況をご紹介します。

しまなみ海道開通10周年記念事業について
～花とアートでつなぐ人・島・未来～

本州四国連絡高速道路（株）

書道パフォーマンスと太鼓演奏 10歳児によるこども宣言

２．オープニングイベント「しまなみ祭」

4 月 29 日（水・昭和の日）愛媛県今治市上浦
町において、記念式典・記念植樹、まつり広場、
しまなみ海道 10 周年記念コンサートが開催され
ました。

2 － 1．記念式典・記念植樹
上浦歴史民俗資料館（村上三島記念館）では、
記念式典・記念植樹が開催されました。林英哲氏
の大太鼓の独奏から、しまなみ海道太鼓衆「海響」、
英哲風雲の会が加わっての勇壮な和太鼓演奏と移

り変わるなか、地元の女子高校生 3名により「島」
「愛」「美」を書き上げる華やかな書道パフォーマ
ンスで式典が始まりました。
続いて、愛媛県加戸知事、広島県有岡副知事、
本州四国連絡高速道路（株）伊藤社長による挨拶
があり、来賓者を代表して国土交通大臣の代理と
して四国地方整備局木村局長より祝辞をいただき
ました。
来賓紹介の後、しまなみ海道開通の年に誕生し
た尾道市、上島町、今治市の 10 歳児 14 名による
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こども宣言「しまなみの美しい自然と歴史や文化
を継承する誓い」がありました。
式典終了後、資料館前でミス尾道、瀬戸内しま
なみ大使、こども太鼓の演奏、本四高速キャラク
ターわたる 3体がくわわり、愛媛県知事、広島県
副知事、本四高速社長による記念植樹が行われま
した。

記念植樹

2 － 2．まつり広場
道の駅　多々羅しまなみ公園内では、特設ス
テージや出展ブースを設けた「まつり広場」を開
設しました。
特設ステージでは、しまなみ海道太鼓衆「海響」
選抜チームほか、しまなみ沿線の郷土太鼓の演奏、
両県ゆかりのふるさとアーティストライブやミス

尾道、瀬戸内しまなみ大使による観光案内などが
開催され、出展ブースでは、しまなみ海道がつな
ぐ芸予諸島の各島の地元名産品の販売に、県内外
の多くの人でにぎわいました。

まつり広場（道の駅　多々羅しまなみ公園）

2 － 3．しまなみ海道 10周年記念コンサート
上浦多々羅スポーツ公園運動場では、多々羅大
橋を背景にした特設ステージで、広島県、愛媛県
を代表する若手ミュージシャンや、広島県出身の
日本を代表するロックミュージシャンで音楽活動
30 周年を迎えた世良公則さんのコンサートライ
ブが開催されました。今でも変わらぬ声量に加え、
積み重ねた魅力深い歌声と、ギターひとつでの演
奏とは思えぬ迫力で来場者を魅了していました。

３－１．愛媛県実行委員会が実施する記念事業
（1）しまなみの桜メモリアルプロジェクト

日程：3月中旬～ 4月中旬
場所：多々羅総合公園（大三島）、開山公園（伯

方島）、カレイ山展望公園（大島）、積善
山（上島町岩城島）など

内容：開通 10 周年を記念して、しまなみ海道沿
線（上島町も含む）の桜の名所に来訪者
の手で桜の苗木の植樹を実施。県民を対
象としたモニターツアーの実施や旅行会
社による商品化により広く参加者を募集。

（2）香りの島「しまなみシトラス海道」

日程：5月 23 日（土）・24 日（日）
場所：メイン会場：伯方 S･C パーク（伯方島）、

サブ会場：沖浦ビーチ周辺（伯方島）サ
テライト会場：大三島、岩城島（上島町）

内容：みかんやレモンなど柑橘類（シトラス）
の花が咲き、甘い香りを楽しみながらの
サイクリング・ウォーキングを楽しむイ
ベント「香りの島まつり」を開催。自転
車をたたまずに乗車できる列車「サイク
ルトレインしまなみ号」を 10 年ぶりに

３．愛媛県・広島県実行委員会、本四高速の記念事業
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臨時運行。しまなみ“シトラス”海道を
十分満喫できるよう「しまなみシトラス
海道マップ」を作成。

（3）しまなみ海道ヨットミーティング

日程：7月 18 日（土）・19 日（日）
場所：上島町弓削島周辺（海の駅ゆげ）
参加：40 艇程度
内容：全国からクルーザーヨットを招待し、海

の駅が整備された上島町弓削島周辺にて
交流イベントを開催。体験乗船や島民対
抗ヨットレース、参加艇による親睦レー
スなどの開催により陸上から見る人も楽
しめる内容。

（4）しまなみアートフェスティバル　

日程：8月 1日（土）～ 8月 16 日（日） 
場所：大三島及び大島を中心としたしまなみ海

道沿線各所
内容：多島美を誇るしまなみ海道ならではの景

観をアピールするため「デザイン」を活
用した屋外参加型イベントを展開。著名
アーティストによるワークショップ型作
品製作、地元アーティストによるアート
イベントにより、夏のしまなみ海道を
アートとデザインで彩る。

（5）10th アニバーサリー企画コンペ

募集期間：4月 29 日（水）～ 6月 30 日（火）
審　　査：一次審査　7月中旬（今治市もしく

は東京）
　　　　　二次審査　8月 31 日（月）（東京ス

パイラルホール）
テ ー マ：一般部門　しまなみ海道地域のエリ

アブランディング
　　　　　（地域をブランド化したり情報発信

するためのアイディア）
　　　　　子ども部門　しまなみ海道を盛り上

げよう！
内　　容：開通 10 周年を記念し、しまなみ地

域のイメージの一層の向上と国内外
への PRを図るため、コミュニケー
ションデザインを募集。次の 10 年

に向けてコミュニケーションキャン
ペーンを展開。

　　　　　提案を募集することを通して、しま
なみ地域の魅力を国内外に発信。

（6）しまなみ感動美術館

日程： 4 月～ 10 月　
場所：しまなみ海道エリア全域
内容：しまなみ海道地域の地元推薦による“し

まなみ海道感動（景観）ポイント”を選
定。感動ポイントマップや、テレビ番組
放送により、計 24 箇所の感動ポイント
を紹介。また、しまなみ海道の特産品が
あたるお楽しみ企画「感動ポイントを巡
るフォトスタンプラリー」を開催するほ
か、さらなる感動ポイントの発掘に向け
て、感動ポイントを募集。

（7）しまなみ「花」海道

日程：4月～ 10 月
場所：しまなみ海道沿線全域
内容：地域住民のみなさまと一緒に幹線道路沿

線に花の植栽を行い、花いっぱいの「しま
なみ海道」で来訪者を迎える。また、花マッ
プを作成して、おすすめのスポットを紹介。

愛媛県実行委員会チラシ
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3 － 2．広島県実行委員会が実施する記念事業
（1） フラワーカーペット尾道 2009

日時：4月 29 日（祝・水） 　
場所：尾道市内
内容：生花として出荷されないチューリップの

花びらを素材に、小中学生がしまなみ海
道をデザインした花のカーペットを敷き
詰めるエコ＆アートのイベント

（2）花薫るしまなみツーデーウォーク

日時：5月 16 日（土）・17 日（日）
場所：しまなみ海道沿線（尾道市域を中心）
内容：しまなみ沿線の島々にあふれる柑橘の花

の香りや地域の文化に触れながら、家族
ぐるみで気軽に参加できるウォーキング
イベント

（3）「私の住んでいるまちを撮ろう」子ども写真

撮影講習会

日時：6月 15 日（月）～ 17 日（水）
場所：しまなみ海道沿線
内容：尾道市出身の写真家、松本徳彦氏による

子ども対象の写真撮影の講習会
（4）まちづくりサミット in 尾道

日時：7月 5日（日）
場所：市民センターむかいしま（愛称ココロ）・

文化ホール
内容：平成 21年 5月 7日にオープンした市民セ

ンターむかいしま（愛称ココロ）・文化ホー
ルのオープニング記念行事を兼ねた、将
来の地域づくりを考えるサミットを開催

（5）しまなみ・ノルマンディー「二つの都市」写

真展

日時：10 月 10 日（土）～ 11 月 29 日（日）
場所：尾道市立美術館
内容：尾道市出身の写真家、松本徳彦氏が文化

友好都市である尾道市（しまなみ地域）
と仏オンフルール市（ノルマンディー地
域）の町並みや人、風俗、伝統芸能など
を撮影した写真展の開催

（6）CYCLE MODE しまなみアイランドライド

2009

日時：10 月 17 日（土）18 日（日）
場所：尾道駅周辺・県営 2号上屋倉庫・しまな

み海道沿線
内容：新作自転車展示会・自転車試乗会等

（10/17）
　　　ロングツーリングイベント（10/18）の

実施
　　　尾道・今治間を往復するコースなど、3

つのコースを設定（予定）
（7）宝くじスポーツフェア“ドリームベースボール”

日時：11 月 7 日（土）・8日（日）
場所：広島県立びんご運動公園しまなみ球場
内容：日本プロ野球名球会を中心としたメン

バーと地元チームによる親善試合（ド
リームベースボール）や尾道・今治市両
市の野球指導者クリニック、金田正一氏
の講演、少年少女野球教室等を開催

フラワーカーペット尾道２００９
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3 － 3．本四高速が実施する記念事業
（1）しまなみ縦走 2009

日時：3月 21 日（土）、22 日（日）
場所：しまなみ海道沿線
内容：各島のチェックポイントを徒歩や自転車

で巡るスタンプラリー
（2）春の塔頂体験ツアー

日時：5月 23 日（土）、24 日（日）
場所：多々羅大橋・来島海峡大橋
内容：春の塔頂体験ツアー委員会の主催、多々

羅大橋 3P、来島海峡大橋 8P塔頂へ案内
（3）しまなみジュニアバレーボール教室

日時：7月 25 日（土） 
場所：今治市宮窪町「石文化運動公園」（大島）
内容：女子バレーチャレンジリーグ大野石油

（広島）、四国 eigty8（四国）の交流試合
と広島、愛媛両県からの小中学生を募集
し、バレーボール教室を開催。

（4）親と子の橋体験セミナー

日時：7月 25 日（土）、26 日（日）
場所：多々羅大橋周辺
内容：上浦歴史民俗資料館で橋の基礎講座を開

催し、多々羅大橋の塔頂、桁外面作業車
へ案内

（5）多々羅大橋塔頂＆県境ウォーキング（仮称）

日時：10 月 24 日（土）、25 日（日）、31 日（土）、
11 月 1 日（日）

場所：多々羅大橋周辺
内容：多々羅大橋 2P、3P の塔頂への案内と

ウォーキング
（6）お客様感謝祭 2009in しまなみ海道

日時：11 月 3 日（火、文化の日）
場所：来島海峡サービスエリア
内容：来島海峡サービスエリアにおいてそれぞ

れのテーマ毎にコーナーを設け、多彩な
イベントを実施

しまなみ縦走２００９（来島海峡大橋）

４．さいごに

このように半年間に渡りいろいろなしまなみ海
道 10 周年記念事業が予定されています。これも
広島県、愛媛県、尾道市、今治市、上島町をはじ
めとする関係機関の方々のご協力によるものと深
く感謝します。
今後、記念事業により、しまなみ海道の魅力を
全国に発信し、観光振興、関係地域の元気回復に
繋がることが期待されています。

関係者の皆様には、引き続き、ご支援・ご協力
をお願いいたします。
なお、イベント情報等は、記念事業が完了する
11 月末まで、しまなみ海道 10 周年記念事業サイ
トを設けておりますので、詳細については以下を
ご覧下さい。
URL＝http://www.go-shimanami.jp/10th/index.html
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