2021 年 3 月 11 日プレスリリース

イベント

山口情報芸術センター［YCAM］イベント

YCAM スポーツ共創実験スタジアム 2021 ＋
第 6 回 未来の山口の運動会
2021 年 5 月 2 日（日）〜 5 日（水・祝） ※「第 6 回 未来の山口の運動会」は 5 月 4 日のみ
山口市中央公園、山口情報芸術センター［YCAM］スタジオ B ほか
変容し続ける、超・最先端の運動会！
想像力とテクノロジーを駆使してつくる「共創」のかたち
山口情報芸術センター［YCAM］では、新しいスポー
ツを複数人の協働により開発する「スポーツ共創」
の手法や、その応用について、身体を動かしながら
学ぶ 4 日間の合宿形式のイベント「YCAM スポー
ツ共創実験スタジアム 2021」と、そこで生まれた
スポーツ種目を実施する運動会形式のイベント「第

6 回 未来の山口の運動会」を開催します。
「YCAM スポーツ共創実験スタジアム 2021」では、
参加者がイベントを企画する立場になって、スポー
ツ共創をの要素を取り入れたイベントの運営に必
要な要素を学びながら、イベント参加後に自身のコ
ミュニティで実現したいアイデアを練り上げてい
きます。この過程で、従来開催していた「YCAM ス
ポーツハッカソン」のように、運動会種目の開発と、
運動会の設計を体験します。また「第 6 回 未来の山
口の運動会」では、前日に開発されたばかりの競技
を実施するとともに、その模様をインターネットで
配信します。
近年注目を集めるスポーツ共創について、その応用
法を実践的に検討する本イベントは、スポーツはも

「第 4 回 未来の山口の運動会」
（ 2019 年）と
「YCAM スポーツハッカソン 2020」の様子
いずれも撮影：谷康弘

ちろん、社会に広く存在する共創の可能性について
触れる機会となるでしょう。
この機会に、取材や記事掲載にご協力いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。
［お問い合わせ］

山口情報芸術センター［YCAM］学芸普及課

〒 753-0075 山口県山口市中園町 7-7

TEL：083-901-2222 FAX：083-901-2216 メールアドレス：press@ycam.jp ウェブサイト：www.ycam.jp
取材に関するお問い合わせ、プレス用写真等ご入用の方は上記までご連絡ください。
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変わりゆくスポーツ観 ̶ スポーツは、つくれる。
未来の山口の運動会

撮影：田邊るみ

「YCAM スポーツハッカソン」で生み出された
スポーツを体験する運動会形式のイベント。

YCAM のもつさまざまなメディア・テクノロ
「スポーツ共創人材育成ワークショップ」の様子（ 2020 年）
撮影：谷康弘

オリンピックの開催を前に、スポーツと人々の関わりはますま
す多様化しています。そのなかで、従来のスポーツを取り巻く
「する」や「見る」といった行為に、新たに「つくる」という行為
を加える「スポーツ共創」は、スポーツ人口やスポーツそのもの

ジー技術と参加者のアイデアによって生み出さ
れた「未来の運動会」の種目を実施。参加者は
チームに分かれ、勝敗を競う。学校や地域でお
こなわれる運動会とは一味違う未来の運動会。

スポーツ共創人材育成ワークショップ

の可能性の拡がりをもたらす概念として、いま高い注目を集め
ています。

YCAM でも 2015 年からスポーツに関する研究開発プロジェク
ト「YCAM スポーツ・リサーチ」の一環として、スポーツ共創に
関する取り組みを継続的に実施しています。その代表的な例が、
メディア・テクノロジーを駆使して新しい運動会種目を開発す
る「YCAM スポーツハッカソン」と、そこで生まれた種目を実際
に実施する「未来の山口の運動会」です。一般社団法人運動会協
会をはじめとする外部のコラボレーターと連携しながら実施す
るこれらのイベントは、回を重ねるごとに参加者が増え、大型連
休中の YCAM の恒例のイベントのひとつになりつつあります。
さらに 2020 年には、スポーツ共創のより広範囲な応用法を模索
する「スポーツ共創人材育成ワークショップ」を運動会協会と
共同で開催。スポーツと創造性を起点に、社会のあり方を捉え直

撮影：谷康弘

「スポーツ共創」に関わる人材を育成する合宿
形式のイベント。スポーツ共創や周辺分野の専
門家を講師に迎え、スポーツ共創イベントの設
計手法を学ぶとともに、参加者が自身のコミュ
ニティなどでスポーツ共創を実現するためのア
プローチを検討する。2018 年から会場を変え
ながら毎年開催されており、2020 年 12 月には

YCAM でも開催した。

そうとする YCAM の取り組みは加速しています。
そして、2021 年。従来の「YCAM スポーツハッカソン」のコン
セプトを発展させた、スポーツ共創に関する新しいイベント
を実施します。それが「YCAM スポーツ共創実験スタジアム

2021」です。
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ここは自分たちのアイデアを実現するための実験場！
過去に開発された運動会種目の例

ひけひけ☆ふみふみ
「第 5 回 未来の山口の運動会」の様子（ 2020 年）

「YCAM スポーツ共創実験スタジアム 2021」は、
「スポーツ共創」
の手法や、その応用について、身体を動かしながら学ぶ 4 日間の

4 方向同時に引ける十字綱引きを使いながら、
綱の横と後方にある圧力センサーを踏んだ回数
を競います。
撮影：塩見浩介

合宿形式のイベントです。
参加者はイベントの企画者の立場で、各自が属するコミュニ
ティでスポーツ共創の要素を盛り込んだイベントを実現すべ
く、その計画を練り上げていきます。この過程で、従来の「YCAM
スポーツハッカソン」で実施した、運動会種目の開発と運動会
の設計をおこない、ここで生まれた競技は会期中に開催する「第

6 回 未来の山口の運動会」で実際に競技します。2019 年まで
は「未来の山口の運動会」は YCAM を会場に、多くの参加者を
募集して開催していましたが、今回は「YCAM スポーツ共創実
験スタジアム 2021」の参加者が運動会を実施している様子を

YouTube Live で生配信します。ここで実施する種目には視聴者
がインターネットを介して参加するタイプの種目も登場し、自
宅にいながらにして運動会にご参加いただける予定です。

今後のプロジェクトの流れ
2021 年度

スポーツ共創を通じたイベント開催に
関心を持つ人材の発掘
2022 年度

スポーツ共創の実現を目指す個人
または団体（地元コミュニティなど）と
定例ミーティング

スポーツ共創の輪を広げる
今年のイベントは、2023 年度に山口で実施する大型スポーツイ
ベントのキックオフに相当します。今回のイベント参加者のう
ち、山口でスポーツ共創に関する取り組みを継続できる人々と
ともに、2 年間かけてリサーチを進めていきます。この過程で、
スポーツに留まらないさまざまな領域へとスポーツ共創の輪を
広げていきます。

年度末を目処に、外部に向けた
イベント構想・計画の発表
2023 年度

個人または団体（地元コミュニティなど）
を招き、大型スポーツイベントを開催
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講師

YCAM スポーツ共創実験スタジアム 2021 での種目づくりから、未来の運動会の企画／設計まで、参加者のみな
さんのお手伝いをします。

西 翼（にし・つばさ）

犬飼博士（いぬかい・ひろし）

キュレーター、一般社団法人運動会協会理事。2017 年 3 月まで山

運楽家、一般社団法人運動会協会理事。2013 年の YCAM10 周年記

口情報芸術センター [YCAM] に在籍。展覧会企画を中心に、身体表

念祭にて「スポーツタイムマシン」を安藤僚子らとともに展示。つ

現とテクノロジーについての研究開発プロジェクト、教育普及プ

ながりと笑顔を生むツールとして、ゲームとスポーツに着目。ス

ログラムなどを担当。2015 年「YCAM スポーツリサーチプロジェ

ポーツと I T を融合した作品発表、大会運営等を手がける。現代的

クト」の立ち上げに参画し、2017 年フリーランスとなった後も

なスポーツマンシップとしてスペースマンシップを提唱。世の中

「YCAM スポーツハッカソン」、
「未来の山口の運動会」を毎年企画

のすべてを楽しむ「運楽」を研究・実践中。

運営している。

運動会協会（うんどうかいきょうかい）

運動会屋（うんどうかいや）

私たち運動会協会は、運動会に関わる人たちの集まりです。運動会

各種スポーツの大会・イベントの企画運営、企業向けの研修や福利

とは何かを常に考え、社会での役割を捉え、課題解決のための共創を

厚生事業の請負などをおこなう。運動会の企画運営をおこなう運動

行っていきます。みんなでワッセワッセと運動会を盛り上げていき

会屋は、毎年 200 件以上の運動会をプロデュース。日本文化でもあ

ましょう。がんばれ！運動会！

る UNDOKAI を世界 7 カ国（タイ、ラオス、インド、マラウィ、ルワン
ダ、グアテマラ、アメリカ）へ紹介。

YCAM インターラボ
YCAM の内部に設置された研究開発チーム。キュレーター、エデュ
ケーター、エンジニア、デザイナーなど、多彩なスキルを持つ約 40
名程の常駐スタッフにより構成され、市民やアーティスト、研究者、
外部のエンジニアたちとともに、コンセプトづくりから作品制作、
ワークショップの開発まで、YCAM のさまざまな事業を主導してい
る。
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開催概要

YCAM スポーツ共創実験スタジアム 2021
2021 年 5 月 2 日（日）〜 5 日（水・祝） ※ 4 日間通し

申込方法
下記ウェブサイト内に用意された申込

会場：山口市中央公園、山口情報芸術センター［YCAM］スタジオ B

フォームに必要事項をご記入ください。

講師：西翼、犬飼博士、運動会協会、運動会屋、YCAM インターラボ

応募締切：4 月 11 日（日）

参加費：無料 ※要申込（申込方法は右欄参照）
定員：30 名（選考あり）
対象：15 歳以上（未成年者は保護者の許可が必要）
※新型コロナウイルス感染症対策など詳細は YCAM ウェブサイトを

※選考結果は 2021 年 4 月 18 日（日）までに、
メールにて通知いたします

URL：

www.ycam.jp

ご確認ください。
主催：山口市、公益財団法人山口市文化振興財団
後援：山口市教育委員会

協力：一般社団法人運動会協会
特別協賛：山口マツダ株式会社
共同開発：YCAM InterLab

企画制作：山口情報芸術センター [YCAM]

第 6 回 未来の山口の運動会
2021 年 5 月 4 日（火・祝）14:00 〜 17:00 ※振り返りは 19:00 終了
会場：インターネット（YouTube Live）
料金：無料
参加方法：当日、YCAM のウェブサイトにて URL を公開
※現地での参加はできません
当日は、インターネット経由でご参加いただける種目を 16 時から予
定しております。こちらもぜひご参加ください。
主催：山口市、公益財団法人山口市文化振興財団
後援：山口市教育委員会

協力：一般社団法人運動会協会
特別協賛：山口マツダ株式会社
共同開発：YCAM InterLab

企画制作：山口情報芸術センター [YCAM]
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