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A 第14回金沢文庫芸術祭

主催：金沢文庫芸術祭実行委員会
協力：公益財団法人横浜市緑の協会
後援：横浜市金沢区役所、横浜市文化観光局、横浜市教育委
員会、神奈川県教育委員会、横浜金沢観光協会、神奈川新聞
社、FMヨコハマ、tvk、横浜アーツフェスティバル実行委員会
協賛：株式会社ミックコーポレーション、金沢区三師会、ホルベイ
ン画材株式会社、浅葉デザイン教室、池川クリニック、株式会社
エッチアールディ、大成整形外科クリニック、株式会社オマー
ジュ、風美容院、カトリック金沢教会、金沢白百合幼稚園、株式会
社金沢臨海サービス、Cafe&Bar EN、金八家ラーメン、くま薬
局、昭和精工株式会社、Zinギター工房、セブンイレブン横浜寺
前店、タッドライン、ダンデザイン、東光禅寺、カフェばおばぶ、浜
坂医院、ふみくら茶屋、まいど金沢文庫店、むとう教材店、焼き鳥番
長、山本助産院、横浜高等学校、オヒアフラスタジオ

会期中イベント
9/16　1DAYイベント
10/1～11/15　街角アートラリー

TEL: 045-788-9119
E-mail: info@bunko-art.org
URL: www.bunko-art.org

B 都筑アートプロジェクト
ニュータウンARTトリップ̶線路の下から旅に出る̶

主催：都筑アートプロジェクト
後援：横浜市文化観光局、横浜市都筑区
助成：神奈川県文化芸術活動団体事業補助金
協力：横浜市交通局、横浜市歴史博物館、NPO法人都筑民家
園管理運営委員会、三九堂、HUNT、e-プロジェクトKITA、中
川中央町内会

プレイベント　
7/29 都筑アートプロジェクト・長者町アート☆プラネタリウム・ス
ペースナナ合同キックオフパーティー　　　　
9/28～10/21　都筑アートプロジェクト参加作家展
9/29～10/27　本事業最終日のアートイベント「朗読発表会」に
むけたワークショップ（計5回）

会期中イベント
10/7 オープニングイベント、今井紀彰WS「ツヅキーランド」、
VOQ＋松本力「ライブパフォーマンス」
10/８ WS「ツヅキーランド」
10/13 嶋田勇介（舞踏）＋須弥山（パーカッション）によるダンス
パフォーマンス
10/14 嶋田勇介（舞踏）＋須弥山（パーカッション）によるダンス
パフォーマンス
10/21 WS「ツヅキーランド」
10/27 着ぐるみアイドルユニット「しでかすおともだち」による「しで
かす列車」の運行、WS「ツヅキーランド」
10/28 WS「ツヅキーランド」
「みんなで朗読の公演を作ろう！」公開練習
11/4 都筑アートライブ＠大塚遺跡、今井紀彰WS「ひみつ基地
をつくろう！」、永岡大輔WS「朗読発表会」、VOQ+松本力 ライブ
パフォーマンス「�ro-w Hol-loa at Night」など

TEL: 045-507-3477
E-mail: tsuzuki.art.project.2012@gmail.com
URL: chikara.p1.bindsite.jp/tsuzuki_art_project_2012.html

C 長者町アート☆プラネタリウム

主催：長者町アート☆プラネタリウム実行委員会
共催：長者町アートプラネットChapter2運営委員会、MA-o�ce
協力：長者町7、8、9丁目商栄会、ＮＰＯ法人黄金町エリアマネジ
メントセンター、吉田興産株式会社、株式会社シルクハット、株式
会社シティコミュニケーション、他
協賛：株式会社ハマフローリスト、有限会社市川バラ園、株式会
社プランツパートナー、他

プレイベント
4/18、5/3 「長者町7丁目～8丁目をくまなく歩いてみる会」
10/27、28 関内外OPEN! 「エコバッグづくり」

会期中イベント
11/10 オープニングパーティ
11/11 北川純「まちあるき＆エロはかるた大会」
11/17 杉山孝貴&タムラタクミ「まちあるき&トーク」
11/18 上畠益雄&竹本真紀「まちあるき&トーク」
11/24 川村真桜&吉井千裕「宇宙体験」
11/25 嶋田勇介「ダンス」

E-mail: artplanet159@gmail.com
URL: artplanet159.web.fc2.com/artplanetarium.html

D 動物園劇場

主催：動物園劇場実行委員会（NPO法人アークシップ、NPO法
人シャーロックホームズ、Cocoroni 映像制作会社）
共催：横浜市立野毛山動物園、公益財団法人よこはまユース
後援：NPO法人ワーカーズ・コレクティブ たすけあい ぐっぴい
協力：西区第四地区自治会連合会、西区第四地区社会福祉協
議会、にしく市民活動支援センター、横浜市野毛山荘

会期中イベント
9/29 動物園劇場

E-mail: info@arcship.jp
URL: www.facebook.com/zootheatre

E 創造と森の声2012『森ラボ』
（Laboratory of the Forest）

主催：GROUP創造と森の声
共催：横浜市緑区
後援：横浜市文化観光局、横浜市環境創造局、横浜市教育委
員会、横浜市旭区
協力：横浜市交通局、花いっぱいの会、十日市場中学地域交流
事業、にいはるびじゅつ、NPO法人グリーンママ、ひのでや酒店　
　
プレイベント
「森づくり体験」　
5/20 春の森を歩こう 私たちの森づくり
6/17 木を切ってそれから？
7/15 草刈りを楽しもう！
「春～秋 森の共同制作」　
5月～6月 森の椅子（参加した家族と森の椅子を森でつくりまし
た）
5月～9月 森の織物2012（大木の間に織物を織り、そのまま森に
展示）

会期中イベント
「夏　森のワークショップ（森会場にて）」
7/22 森の木霊（こだま）2012〈森の木でトーテムポールを作ろ
う〉
8/12 森で音を拾う〈森の小枝や草から音を見つけるアートな体
験〉
8/25 間伐材でクッキング〈森の料理は石窯や焚火でつくりまし
た〉
9/16、17 食べたいものを彫る 〈丸太を彫って大きな食べものにし
ました〉
「秋 展覧会・フェスティバル」　
10/8～10/27　森からまちへ作品展（JR中山駅 市営地下鉄中
山駅） 
10/21 森のコンサート　
10/21～11/18 横浜の森美術展5
制作期間：5月～10/20　
展示期間：10/21～11/18
展示期間中日曜日：アートツアー（適宜特別ツアーを実施）

TEL: 045-933-1460（事務局 石山)
E-mail: morinokoe2@yahoo.co.jp
URL: www.morinokoe.jp　

F 大岡川アートプロジェクト ｢光のぷろむなぁど2012｣

主催：大岡川アートプロジェクト実行委員会
後援：横浜市文化観光局、南区役所、神奈川新聞社、tvk、FMヨ
コハマ、横浜市ケーブルテレビ協議会
協賛：三菱地所レジデンス株式会社・ザ・パークハウス横浜吉野
町、社団法人神奈川県宅地建物取引業協会・横浜南部支部、
横浜みなとマリンライオンズクラブ、鹿島・五洋・松尾建設共同事
業体、アズビル株式会社、横浜建物管理協同組合、三徳エス
テート株式会社、他　近隣商店等多数
広報協力：横浜市交通局、株式会社タウンニュース社
協力：蒔田地区連合町内会、お三の宮地区連合町内会、太田
地区町内連合会、太田地区東部連合町内会、蒔田エコサロン、
市立横浜商業高等学校、市立蒔田中学校、市立共進中学校、
市立日枝小学校、市立南太田小学校、市立大岡小学校、横浜
市カヌー協会、コレヨコ水辺班、フォーラム南太田（公益財団法人
横浜市男女共同参画センター）、横浜市吉野町市民プラザ、他
多数（順不同）

プレイベント
7/28、29 南まつりブースにてワークショップ開催　
10/27、28　南区文化祭出展　写真展示、ワークショップ　
11/4 横浜商業高校（Y校）文化祭ブース参加　ワークショップ
開催

会期中イベント
12/15 水辺の光コンサート、ほっとHotカフェより3店がロビーに出
店、ロビーコンサート
12/16 光の回廊、首都高橋桁ライトアップ、キャンドルナイト、切り
絵灯篭ほか市民作品展示、ほっとHotカフェ、水辺の光コンサート

TEL: 070-5557-9924
E-mail: ohokagawaart.koho@gmail.com
URL: ohokagawaart.blog45.fc2.com

G AOBA＋ART2012

主催：AOBA＋ART2012実行委員会
協賛：緑風会
協力：とくらく、アートフォーラムあざみ野

会期中イベント
7/28、29 SUMMERCUp’12（オリジナルカップで食べるかき
氷ワークショップ） 
10/14 「AOBA＋ART DAY」トーチカによる映像ワークショップ
（※9/20に地域の老人会・緑風会向けイベントの事前説明会を
中部自治会館にて実施）
12/8 「次世代郊外まちづくりフォーラム」におけるワークショップ
映像作品の上映
12/20 「（地域の老人会・緑風会向け）映像作品上映会」

E-mail: info@aobaart.com　
URL: www.aobaart.com

H あざみ野でつながろう ∞ ともだち開発計画
～アートで遊んで出会っちゃおう～

主催：スペースナナ
後援：NPO法人こども応援ネットワーク、NPO法人グリーンマ
マ、地域療育センターあおば、（社福）グリーン、（地域作業所）
カプカプ川和、にいはる美術、NPO法人こども応援ネットワーク、
NPO法人ピッピ･親子サポートネット、NPO法人W.Coパレッ
ト、福島の子どもたちと共に川崎市民の会

会期中イベント
7/11～22　「今井紀彰芸術大サーカス」 On �e Earth-Tokyo展示
7/14 「何でもスイッチを作ろう」ワークショップ
7/15 「写真で遊ぼう！（写真コラージュ）」今井紀彰ワークショッ
プと中津川浩章とのトーク 
7/31 下中菜穂ワークショップ「江戸の紋切りあそびでハガキを
作ろう」
7/31～8/12　「ふわふわと日本のかたちが舞い降りる。江戸の切
り紙『紋切り』インスタレーション」下中菜穂作品展示
8/22～9/2　首藤幹夫写真展「影めぐり」
8/26 「幻燈機がやってくる」首藤幹夫ワークショップ

E-mail: spacenana@gmail.com
URL: spacenana.com

I ほっとたつはな亭

主催：NPO法人「共に歩む市民の会」 / 旭区地域生活支援拠点
ほっとぽっと
後援：横浜市文化観光局
協力：NPO法人木々の会 

プレイベント
5/31 事始め茶話会イン二俣川ハウス

会期中イベント
7/12 ハワイアンコンサート
7/22 ヴァイオリンとチェロのミニコンサート
7/26～28　ギャラリー『ひとりじゃないよ』＋ゲリラワークショップ
9/12 箏と尺八のコンサート
9/28 持ち寄り朗読会
10/8 あったかいごはんとおはなし
10/21 旭区民まつり サックスカルテットコンサート
10/20～24　ギャラリー『精神障害者の「おかげさまで」展』
10/27～31　ギャラリー『6人展』＋ワークショップ
11/8 サロンコンサート
11/6～30　ギャラリー巡回展①
11/20 街角コンサート・フルートデュオ
12/4～2013年1/11 ギャラリー巡回展②
12/5 クリスマス ジャズ コンサート
12/18 歌とピアノとお話・クリスマス コンサート

TEL:  045-953-6727（火～土10～18時［金13～19時］）
E-mail: hottopot_a@ybb.ne.jp　
URL: www.geocities.jp/hottopot_a/hottotop001

J ともだちの丘えんげきまつり

主催：ともだちの丘えんげきぶ
協力：港北区障害者地域活動ホームともだちの丘

プレイベント
毎週水曜日 16時～18時 ゼロボディワークショップ
12/12 ともだちの丘えんげきまつり公開リハーサル

会期中イベント
12/14 ともだちの丘えんげきまつり舞台公演「そらみみソファ」、
シンポジウム「福祉と演劇の可能性について」　

TEL: 080-6705-1359（担当 今井）
E-mail: friend@megalo.biz　
URL: www.megalo.biz

K さかえdeつながるアート2012

主催：さかえdeつながるアート
共催：栄区民文化センターリリス
協力：横浜市小菅ヶ谷地域ケアプラザ、さかえ地域通貨プロジェ
クト・イタッチ、さかえ・ショップ&アート、さかえegaoプロジェクト、他
(順不同)

プレイベント
「アートdeキャラバン」
5/27 「まど」小菅ヶ谷地域ケアプラザ
6/24 「とびら」野七里地域ケアプラザ 
「アートdeスクール」
6/10 草木染め研究室（「工房・野楽ネットワーク」）

会期中イベント
「アートdeキャラバン」
7/22 「めいろ」笠間地域ケアプラザ
8/25 「リリスの大冒険」で作品展とワークショップ「キラキラ☆か
んむり」を実施
10/7 「ハロウィン」中野地域ケアプラザ
11/18 「もみじ」豊田地域ケアプラザ
12/1 「クリスマスプレゼント」桂台地域ケアプラザ
5月～8月を前期、10月～12月を後期として活動

「アートdeスクール」
草木染め研究室（「工房・野楽ネットワーク」7/8、8/18、9/9、
10/13、11/11、12/9の計6回実施）
五感ワークショップ(9/30「注文の多いアート」他、11/25「人生の
わかれ道アート」他、計2回実施)

「アートdeカフェ」
12/15 北川純とつながるアート（ともしびカフェ「ポエム’10」で実施）

「中学生とポーランドポスター展に行こう」
11/21、25　ポーランドポスター展に栄区の中学生を招待（継
続企画として1/9、2/22にデザイナーによるポスター制作指導を
実施）

TEL: 080-4150-2700（事務局）
E-mail: info@sakae-art.jp　
URL: www.sakae-art.jp

L 2012キャンドルナイト・アートフェスティバル

主催：NPO法人カフェ・デラ・テラ
共催：善了寺、よこはま地域ケア研究会、戸塚宿東集会、とつか宿
駅前商店会、デイサービス還る家ともに
協力：矢部町内会、ナマケモノ倶楽部

会期中イベント
7/13 トークイベント「震災から学んだ医療と介護」
7/27 キネ・デラ・テラ（自主上映会）『うまれる』上映
12/14 冬至キャンドルナイト2012 ポスト3・11を創る ～そばにいる
しぇあわせ～ （トークライブ・音楽ライブ・キャンドルアート等）

E-mail: cafedelaterra@guitar.ocn.ne.jp
URL: www.cafedelaterra.org

M カドベヤ・オープンDAY
―つどおう・かたろう・ことを起こそう

主催：居場所「カドベヤで過ごす火曜日」
後援：慶應義塾大学教養研究センター
協賛：コトラボ合同会社、NPO法人さなぎ達、樂庵、一般社団法人
地唄舞普及協会、黒沢美香&ダンサーズ、�e Dance Times、ヨ
コハマホステルヴィレッジ

会期中イベント
毎週火曜日　
13時～19時　足湯カフェ
19時～21時　ストレッチと夕めし（19時～20時 身体やアート関
連のワークショップ、20時～21時 参加者全員で夕食)
11/4 カドベヤまつり
11/6  第1回JOYnt  Café「好きな音楽を語ろう」
12/4 第2回JOYnt Café 「冬に聴きたい音楽」

TEL: 045-566-1251（慶應義塾大学 横山千晶研究室）
E-mail: chacky@a8.keio.jp
URL: ameblo.jp/kadobeya2010　

N 第3回寿灯祭

主催：寿オルタナティブ・ネットワーク
共催：寿地区自治会
協力：財団法人寿町勤労者福祉協会、山多屋酒店、NOGAN

プレイベント
10/30 カドベヤで過ごす火曜日「ワンカップでキャンドル作り」
11/18 「ワンカップでキャンドル作り2」

E-mail: info@creativeaction.jp
URL: koto-buki.info/candle

O ホームステイ～アフリカからのお客さんプロジェクト～2012

主催：アフリカからのお客さんプロジェクト
後援：横浜市文化観光局
第5回アフリカ開発会議（TICAD V）パートナー事業

プレイベント
9/17 岩井成昭『GARDEN3部作』上映会

会期中イベント
12/15 エメカようこそパーティー! !
12/17 エメカと岩井成昭（美術家）の夕べ
12/20 安岐理加さん「珈琲と、」しし鍋パーティー
12/21 岸井大輔×エメカ×アサダ～自治について語る～
12/23 エメカ・オグボウ×アサダワタル滞在制作成果発表／わ
たしたちは新聞ですか？Yes! we are newspapers.

E-mail: kohkuroki@gmail.com
URL: hoakyapt.com

P ワダヨコ

主催：ワダヨコ
協力：横浜国立大学地域実践センター、和田町商店街町内会

会期中イベント
7/15 風鈴づくり　
8/15、16 施工ワークショップ　椅子・棚づくり
9/16 似顔絵教室
10/14 陶芸教室
11/10 YNU ショートフィルム 

E-mail: wadayoko2010@gmail.com　
URL: ameblo.jp/wadayoko2010

Q こどもの創造性をアートでつなぐ
コミュニティ・ミュージックセラピー（CoMT）の新たな可能性
をめぐって

主催：よこはま音楽広場実行委員会
後援：洗足学園音楽大学音楽療法研究所
 
会期中イベント
7/12、19、8/6、23、30、9/13 音遊びワークショップ
9/27 音遊びフェスティバル

TEL: 090-6193-6041（代表 高田）
E-mail: yuri0375@aol.com　
URL: www.facebook.com/pages/よこはま音楽広場実行委員会
/318619611558933

文化芸術による地域づくり事業
「横浜アートサイト2012」実施レポート

2013年3月21日発行

編集・発行: 横浜アートサイト事務局
デザイン: NOGAN
企画編集サポート: 友川綾子

横浜アートサイト事務局
（公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 協働推進グループ）
〒231-0003 神奈川県横浜市中区北仲通4-40
商工中金横浜ビル5階
TEL: 045-221-0212　FAX: 045-221-0216
E-mail: artsite@yaf.or.jp

平成24年度 横浜市「文化芸術による地域づくり事業」

URL: artsite.ya�p.org
TwitterID: @Y_Artsite
Facebookページ: www.facebook.com/yokohama.artsite

DATA: 参加団体プロジェクト詳細 ｜ 36


	artsite2012_report_01_07_INo
	artsite2012_report_08_25_INo
	artsite2012_report_26_37_INo
	artsite2012_report_cover
	artsite2012_report_h2_h3_INo

