
詳細情報 
スタンピードパークおよびコミュニティ 

におけるスタンピードの 
パブリックアートプログラムについては、

calgarystampede.com/artをご覧ください。

スタンピードの芸術にまつわるストーリーを 

public_art@calgarystampede.com 

へお寄せください。

案内書
本案内書は、スタンピードにおいて最も著名な 

ウェスタンアート17作品を鑑賞するため 
一助となるものです。皆様に芸術散策をお楽 

しみいただけることを祈念しております。すべては
寛大な寄贈者のご支援によって実現できました。

アウトロー
アーティスト： リチャード・レフラー
設置： 2010年
場所： 5thアベニューと2ndストリート、SW
寄贈者： カルガリーCFAの会、CFAインスティテュー
ト、TSX、TMXベンチャーキャピタル、ATBコーポレ
ートファイナンシャルサービス、ベネット・ジョーン
ズ、ザ・ポッセ、カルガリースタンピード
作品の種類： ブロンズ彫刻

実物よりやや大きい彫刻は、カルガリースタンピー 
ドにて、これまでにない能力を発揮し、最も優れた
アスリートのひとりであるアウトローに敬意を表し
たもの。この牡牛は、シュートから出た71回のうち、
騎乗者が8秒間ずっと乗り切れたのはわずか1回の
みで、ロデオ界では伝説的な経歴の持ち主。

ド レ ミ ファ ソ ラ シ ド
アーティスト： ジョー・ファファード
設置： 2010年
場所： 6thアベニューの4thと5thストリート SWの間、カルガリーコートセンター
寄贈者： ペンウエスト・エネルギー、カルガリーのシーベン家、カルガリー市役所、 
カルガリースタンピード
作品の種類： パウダーコートされた5/8インチのカットスチールのプレートスカルプチャー

実物よりやや大きい、この芸術作品は、カルガリー市とケベック市の姉妹都市関係を祝した
もの。カナダの過去、現在そして未来への賛辞である。

コミュニティの展示

With the participation 
of the Government 
of Canada 

Avec la participation
du gouvernement
du Canada

フランス語、ドイツ語、中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語 
版をご利用いただけます。

スタンピードパークの芸術散策

カナダ政府が参加しているプログラム



スタンピードパーク
の ゲ ート の 外 か ら
歩き始めた場合は、 
カウボーイカジノ前
にある優れた2作品
をご覧いただけます。

ビッグフォー ビルディングに向かって南へ歩くと、
壁画とボランティアへ捧げた作品をご覧いただけます。 グランドスタンド

へ 移 動して行く
と、ブロンズ彫刻
が見つかります。

農業ビルディングを目指して北へ歩き、 
壁画と最新の彫刻をお楽しみください。

スタンピード柵囲いには、主要なスタンピードの催事を再現する2つ 
の歴史的な作品があります。

1. 勇気と雷鳴
アーティスト： ベロニカとエドウィン・ダム・ 

デ・ノガレス

設置： 2008年

場所： カウボーイカジノ（正面入口近く）

寄贈者： カルガリースタンピード

作品の種類： ブロンズとステンレススチールの彫刻

この彫刻の高低あるレリーフは、チャックワゴンチームが僅差の競争にて、互いに激しく足
を踏みならし殺到する様を本質的にとらえている。彫刻家のアプローチはミニマリズムで
あり、ネガティブスペースを用いて鑑賞者の想像力と知性の両方を探させる作品。

2. ザ・ライド
アーティスト： ベロニカとエドウィン・ダム・デ・ノガレス

設置： 2008年

場所： カウボーイカジノ(正面入口近く)

寄贈者： カルガリースタンピード

作品の種類： ブロンズとステンレススチールの彫刻

フルライディングの迫力、そして暴れる牡牛と騎乗者の双方
の不安定なバランスを捉えたレリーフ。騎乗者は3次元、牡牛
はポートレートで、2者がミニマリズムの線でつながれ、騎乗
者のリスクを表している。

10. 監督官長 デニス E・マッセイ
1949年ー2002年
アーティスト： サンディ・ファー
設置： 2007年
場所： グランドスタンド（北端）
寄贈者： レスリー・マッセイ、デニス・マッセイの妻
作品の種類： ブロンズ彫刻

1996年から2002年まで、デニス・マッセイ監督官長 
は王立騎馬警察および地域警備を強化するイニシア
チブを代表して、誇りを持ってスタンピードパークを
歩き、一般市民とふれあい、数えきれない時間をボラ
ンティアとして貢献した。

14. ガイ・ウィーデック – ザ・ドリーム
アーティスト： ダグ・ドリデガー    設置： 1996年
場所： スタンピード柵囲い（東側上部の壁）
寄贈者： カルガリースタンピード    作品の種類： 壁画

壁画は、ガイ・ウィーデックの地上最大の野外ショーに対する希望を
描写している。

15. 初期のスタンピードパレード
アーティスト： ペニー・コラディニ    設置： 1997年
場所： スタンピード柵囲い（東側下部の壁）
寄贈者： カルガリースタンピード    作品の種類： 壁画
壁画は、1912年と1919年にさかのぼり、スタンピードパレードを回想させ、バッファローに
車を引かせる風景や騎馬音楽隊、パレードで先導する消防署長のキャピー・スマートを表
している。

8. 夕焼けに染まるサイクロン
アーティスト： スタン・フェルプス
設置： 1996年
場所： ビッグフォー ビルディング（北側）
寄贈者： カルガリースタンピード
作品の種類： 壁画

1912年の競技場を囲む車のヘッドライトの下で、終了間際のスタ
ンピードロデオを描写した壁画である。トム・スリー・パーソンはブ 
ラッドインディアン部族のひとりで、暴れ馬のサイクロンがじっと立
つに至るまで騎乗し、カルガリーで初めてのサドルブロンク優勝者
となった。 

9. 牧場での生活 
（ボランティアの噴水）

アーティスト： ジェームス・マーシャル
設置： 1995年
場所： ビッグフォー ビルディング（東側）
寄贈者： カルガリースタンピード
作品の種類： 複合作品

カルガリースタンピードの献身的なボラン 
ティアに捧げる作品として建築された噴水。
数々の委員会とコミュニティの精神を通じ、
休むことなく働くボランティアたちの尽力で、スタンピードの多数の 
プログラムが持続できたのである。プログラムには青少年向けや西
部の文化遺産の保存を目的にしたものがあり、カルガリー市民とアル
バータ州南部に対するスタンピードのコミットメントの不可欠な部分
となっている。

BMOセンター
に向かって移
動すると、ブロ
ンズと壁画が
あります。

3. 家畜の駆り集め
アーティスト： リンダ・スチュワート

設置： 2000年

場所： BMOセンター（北西の角）

寄贈者： カナダ政府の100周年パートナーシッププロ

グラム、アルバータ州政府、カルガリースタンピード

作品の種類： ブロンズ彫刻

本作品には、ふさわしい「ラウンドアップ（家畜の駆り
集め）」というタイトルがつけられ、西部の文化遺産が
カナダでも真に独特なものであることを表現し、カル
ガリーならびにアルバータ州南部における農業およ
び牧畜産業の重要性を示している。

4. 初期のスタンピード入場口
アーティスト： ロッキー・バースタッド

設置： 1997年

場所： ビクトリアパークLRT駅

寄贈者： カルガリースタンピード

作品の種類： 壁画

壁画のテーマは1950年代～1960年代のスタンピードパークへつづく入場口。 
インディアン・ビレッジの場所とサン・ツリー・パーク内の伝統的な尖塔部によっ
て、色と興奮を強く見せている。 

5. カウボーイのチャッ 
クワゴンレース
アーティスト： ロッキー・バースタッド
設置： 1998年
場所： BMOセンター（西壁）
寄贈者： カルガリースタンピード
作品の種類： 壁画

壁画は1923年の第1回チャックワゴンレースを描写したもので、GMCレンジランド・ 
ダービーの75周年を記念して制作の依頼がされた。

6. ブロンク・ツイスター
アーティスト： リック・ライリッシュ

設置： 1980年

場所： BMOセンター（南西の角）

寄贈者： W．W．ビル・シーベン

作品の種類： ブロンズ彫刻

有名なカリフォルニアの芸術家であるエドワード・ボレ
インが描いた描画をベースにした彫刻作品。彼の描画
は、1919年に第一次世界大戦終了を祝って開催された 

「戦勝記念日」のスタンピードのインスピレーションと 
なっていた。アルバータ州75周年の折に、カルガリースタンピードにて公開さ 
れた。

7. 式典の騎馬
アーティスト： キース・ホルムス

設置： 1999年

場所： BMOセンター（南）

寄贈者： カルガリースタンピード

作品の種類： 壁画

壁画は、ビクトリアパークのホース 
ショーアリーナでの騎馬を描写している。作品は、ノースウェスト騎馬警察 

「ライド・ウェスト」の125周年、そしてカルガリーに騎馬警察が初到来してか
ら85周年を記念して制作が依頼された。

11. 農業催事 - 1880年代
アーティスト： スタン・フェルプス
設置： 1998年
場所： 農業ビルディング（南側）
寄贈者： カルガリースタンピード
作品の種類： 壁画

カルガリーでは第１回博覧会を1886年に主催している。博覧会では、7等級の穀物と野菜および 
花を展示した。こうした早い時期から、農産品業界はビクトリアパークにて年1回集い、最も優れた
家畜や種、干し草のサンプルを展示してきた。

12. 1901年 牡牛競売
アーティスト： キース・ホルムス
設置： 2000年
場所： 農業ビルディング（北東の角）、スコシア銀行 
サドルドームの近く
寄贈者： カルガリースタンピード
作品の種類： 壁画

壁画は1901年の牡牛競売の100周年を記念して制作 
された。1901年4月12日に地域純血種牛畜産家協会が開催した第1回牡牛競売にて、純血種牛 
64頭の取引があった。ビクトリアパークのフロンティア・ステーブルにて開かれた競売では、ラコン
べのペイズリーが競売人だった。平均価格は$85.17であった。

13. ボウ川の川岸のほとり
アーティスト： アルバータ州ロングビューのボブ・ 
スペイスとリック・ライリッシュ
設置： 2012年
場所： スタンピードパークの農業ビルディングの西側
寄贈者： カーシ財団、コラルホールディング社、フレンズ・ 
オブ・スミスビルド・ハット社
作品の種類： ブロンズ彫刻

北アメリカで最も大きな芸術作品のひとつとして、15頭の馬

と2名のカウボーイ、歴史的と近代的な時代のイメージを実物より大きな物語へ融合させて、カルガ
リーの精神 - ボウ川の影響からカウボーイの果たす重要な役割まで、そして西部の馬の自由な精
神を反映させている。
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カナダ民族遺産局の芸術と民族遺産プログラムを通
じた建築委員会の支援を受け、100周年記念の一環
として、2012年に芸術家たちの手によって、すべての
壁画が修復されました。


