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コロンバスデーパレード（2010年10月11日　５番街）
1492年、コロンブスの北米大陸到達を記念して毎年行われるパレード（10月第2月
曜日）に警視庁音楽隊が参加。タイムズスクエアでは華麗な舞を披露。

第15回世界のお巡りさんコンサート（2010年10月10日　
於：カーネギーホール）
世界の警察音楽隊が音楽演奏を通じて交流を深めるため、1996年に
初めて東京で開催。ニューヨークでの開催は2000年以来2回目。

NYPD第一分署

サイドウオーク　キャットウオーク
ヘラルドスクエアからタイムズスクエ
アまでのBroadwayの歩道に、ケニス・
コール、ノーマ・カマリ、トミー・ヒル
フィガーなどのデザイナーの服を32体
のマネキンが纏

まと

い、2010年６月25日か
ら９月３日まで、ファッションと芸術が
融合する都市ニューヨークをテーマに
行われたイベント。

サマーストリート（グランドセン
トラル駅正面）
環境への配慮、経済的バイタリティー
にとって重要な交通インフラの充実、
ニューヨーク市民の生活の質の向上な
どを目的に、2010年８月第１～３土曜
に実施された、Park Avenue & 72th 
StreetからChambers Street & Centre 
Streetまで車両通行禁止のイベント。

メトロポリタンオペラ　フリー
HD（High Defi nition）フェステ
ィバル
2010年８月29日から９月７日まで夜８
時から、リンカーンセンタープラザにお
いて、ラ・ボエーム、ロミオとジュリエ
ットなどオペラ10作品のHDが無料で上
映され、多くの人が夏の夕暮れをオペ
ラ鑑賞で楽しみました。
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ファッションナイトアウト
景気悪化で業績の低迷するファッション業界を盛り上げるため、VOGUEの呼びかけで
2010年９月10日午後６時から午後11時まで実施されたイベント。シャネル、プラダ、
ティファニーなどのメゾンやサックスフィフスアベニュー、バーグドルフグッドマンなど
のデパートを初め多くのブランド、店舗が参加し、リテイラーもショッパーもお祭り気
分で盛り上がりました。通りに面したショーケースではモデルがマネキン役を演じ、来
店者はシャンパンやスイーツなどを振る舞われたり、デザイナーやセレブリティーとの
記念撮影を行ったりと、新たな顧客開拓を目的に様々な趣向が凝らされました。

パレード（消防車のパレード）
ニューヨークのフィフスアベニューでは、年中パレードが行われ
ています。

第38回ビレッジハロウィーンパレード
古代ケルト人の新年を祝う祭りに起源を持つハロウィーンは、クリスマス・感謝祭に次ぐ
盛大な祭りです。2010年は10月31日午後７時から午後10時まで、6th Avenue & Spring 
Streetから21st Streetまでの間を、コスチュームに身を包んだ多くの人たちやバンドがパレー
ドしました。

アッパーウェストハロウィーン
2010年10月31日午後５時から午後10時まで、アッパーウェストの69th Streetでは、各家や教会が、骸骨やゾンビなど様々な飾り付けや趣向で、コスチュー
ムに身を包んだ子供たちにお菓子を振る舞いました。アラディンやジーニーに扮した住民がピアノ線で吊るされアクロバットをする家や、庭に穴を掘って埋ま
りゾンビに扮する教会の職員、精巧に作られた骸骨のロボットで出迎える家など、イベントに情熱が感じられます。怖すぎて泣き出す子供もいました。
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ジョン・レノン誕生日
毎年10月９日に、ジョン・レノンを記念して造られたセントラルパ
ークのストロベリーフィールズに世界中からファンや通行人が集ま
り、ビートルズやジョンの歌を歌って故人を偲びます。ジョンが生
前暮らしており、1980年12月８日に凶弾に倒れたダコタアパートに
も、多くの人が訪れます。

ニューヨークシティマラソン
2010年11月７日、全米最大のマラ
ソン大会の一つであるニューヨーク
シティマラソンが開催され、３万人
を超えるランナーが参加し、スタテ
ンアイランドをスタートしセントラ
ルパークのタバーンオンザグリーン
付近のフィニッシュポイントまでの
42.195㎞を走り抜けました。

ストリートフェア
ニューヨークの随所で頻繁に様々なストリートフェアが開かれ
ています。日本、韓国、中国、イタリア、ブラジル、ヒスパニ
ックなどのテーマを設定し、品質、価格は様々ですが、多くの
人が楽しんでいます。写真は９月26日開催ジャパンタウン。

ファーマーズマーケット（ユニ
オンスクエア）
ニューヨークでは週末、市内の至る
所で近郊の農家が集まり、青空市を
開催しています。ここで売られる野
菜、果物、加工食品は新鮮で安く、
味もよいので多くのニューヨーカー
で賑わっています。
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