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【ヨコハマアートサイトとは？】 

この事業は、市民やＮＰＯ団体等が主体となって地域課題へのさまざまなアプローチを行う文化芸術活動を支援する   

ことで、地域におけるつながりやネットワークを広げ、コミュニティの活性化を図るものです。そのために、一年を通

じて、参加者間の研修や交流に取り組んでいきます。 

募集期間：平成 26年 3月 1 日～3月 31日 実施期間：平成 26年 7月 1日～平成 27年 1月 31日 

応募件数：32件 採択件数：20件 助成総額：15,777,500円 

 

 

採択事業一覧 

団体名 実施区 事業名 

AOBA＋ART2014 実行委員会 青葉区 AOBA＋ART2014(仮) 

旭区地域生活支援拠点ほっとぽっと 旭区 ほっとたつはな亭 

居場所「カドベヤで過ごす火曜日」 中区 カドベヤ・オープン DAY－つどおう・かたろう・つながろう 

大岡川アートプロジェクト実行委員会 南区 大岡川アートプロジェクト「光のぷろむなぁど 2014」 

ＮＰＯ法人 Offsite Dance Project 中区 本牧アートプロジェクト 2014 

金沢文庫芸術祭実行委員会 金沢区 第 16 回金沢文庫芸術祭 

霧が丘思い出まつり実行委員会 緑区 霧が丘思い出まつり『里帰りイルミネーション盆踊り大会』 

ぐるぐる白楽実行委員会 神奈川区 ぐるぐる白楽 はためきアート展 

GROUP 創造と森の声 緑区 森ラボ 2014『横浜の森美術展７』 

サイト・イン・レジデンス実行委員会 泉区 サイト・イン・レジデンス 2014（仮） 

さかえ de つながるアート 栄区 さかえ de つながるアート 2014 

スクール・オブ・ダンスプロジェクト 神奈川区 School of Dance Project 2014 

ＮＰＯ法人打楽器コンサートグループ・あしあと 中区ほか こころに響く打楽器作っちゃおう 

長者町アート☆プラネタリウム実行委員会 中区 長者町アート☆プラネタリウム 

都筑アートプロジェクト 都筑区 ニュータウン遺跡ハウス 

ＮＰＯ法人都筑民家園管理運営委員会 都筑区 第３回 都筑・遺跡公園・民家園アート月間 

ともだちの丘えんげきぶ 港北区、中区 エイブルフレンドネットワーク 

横浜開港アンデパンダン展実行委員会 西区、中区 市民のトリエンナーレ 

横浜下町パラダイスまつり実行委員会 中区 横浜下町パラダイスまつり 2014 

ライフアートユニオン 中区ほか 横浜のお稽古場から世界へ発信！ ハマげいこプロジェクト 

 

※団体名の五十音順／実施期間等の詳細は裏面参照 

 

 

平 成 ２ ６ 年 ５ 月 ２ １ 日 
ヨ コ ハ マ ア ー ト サ イ ト 事 務 局 
（ＳＴスポット横浜、横浜市芸術文化振興財団、横浜市文化観光局）  

 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

市民の文化芸術活動を支援するヨコハマアートサイト 2014 では、この度 20 件の活動を採択しました。 

今後のヨコハマアートサイト 2014 の展開と各団体の活動に、ぜひご期待下さい。 

 

地域の未来を輝かせる２０件の芸術文化活動が決定！ 



 

 

※団体名五十音順 

 

団体名・事業名 実施期間・会場 採択額 

AOBA+ART2014 実行委員会 

AOBA+ART2014（仮） 

10/25（土）～1 月中旬 

美しが丘の住宅街、中部自治会館周辺【青葉区】 
\677,500  

旭区地域生活支援拠点ほっとぽっと 

ほっとたつはな亭 

7/1（火）～1/31（土） 

ほっとぽっと別館、ゆいまーる【旭区】 
\200,000  

居場所「カドベヤで過ごす火曜日」 

カドベヤ・オープン DAY――つどおう・かたろう・つながろう 

7/1（火）～1/31（土） 

オルタナティブスペース「カドベヤ」【中区】 
\310,000  

大岡川アートプロジェクト実行委員会 

大岡川アートプロジェクト「光のぷろむなぁど 2014」 

12/13（土）～12/14（日） 

蒔田公園、大岡川流域、大岡川プロムナードほか【南区】 
\600,000  

NPO 法人 Offsite Dance Project 

本牧アートプロジェクト 2014 

9/5（金）～11/9（日） 

本牧エリア一帯【中区】 
\2,000,000  

金沢文庫芸術祭実行委員会 

第 16 回金沢文庫芸術祭 

9/14（日）～11/30（日） 

海の公園、金沢区内及び近郊各所【金沢区】 
\500,000  

霧が丘思い出まつり実行委員会 

霧が丘思い出まつり『里帰りイルミネーション盆踊り大会』 

7/26（土）～9/14（日） 

霧が丘６丁目周辺【緑区】 
\2,000,000  

ぐるぐる白楽実行委員会 

ぐるぐる白楽 はためきアート展 

10/25（土）～11/8（土） 

六角橋商店街、白幡商興会、白幡小学校ほか【神奈川区】 
\500,000  

GROUP 創造と森の声 

森ラボ 2014『横浜の森美術展７』 

8/31（日）～10/5（日） 

横浜動物の森公園予定地【緑区】 
\600,000  

サイト・イン・レジデンス実行委員会 

サイト・イン・レジデンス 2014（仮） 

7/1（火）～1/31（土） 

深谷通信所周辺地域【泉区】 
\2,000,000  

さかえ de つながるアート 

さかえ de つながるアート 2014 

7/1（火）～1/31（土） 

栄区内地域ケアプラザ、栄区民文化センターリリスほか【栄区】 
\350,000  

スクール・オブ・ダンスプロジェクト 

School of Dance Project 2014 

9 月下旬～10 月上旬 

西寺尾小学校、神奈川区民文化センターかなっくホール【神奈川区】 
\700,000  

NPO 法人打楽器コンサートグループ・あしあと 

こころに響く打楽器作っちゃおう 

7/1（火）～1/31（土） 

竹之丸地区センター、竹之丸保育園ほか【中区ほか】 
\300,000  

長者町アート☆プラネタリウム実行委員会 

長者町アート☆プラネタリウム 

8/1（金）～11/3（月・祝） 

中区長者町 7・8・9 町目界隈、長者町アートプラネット Chapter2【中区】 
\1,045,000  

都筑アートプロジェクト 

ニュータウン遺跡ハウス 

9/21（日）～10/19（日） 

大塚・歳勝土遺跡公園【都筑区】 
\1,000,000  

NPO 法人都筑民家園管理運営委員会 

第 3 回 都筑・遺跡公園・民家園アート月間 

10/11（土）～12/6（土） 

都筑民家園【都筑区】 
\200,000  

ともだちの丘えんげきぶ 

エイブルフレンドネットワーク 

7/2（水）～1/28（水） 

ともだちの丘作業室 A・B ほか【港北区、中区】 
\1,495,000  

横浜開港アンデパンダン展実行委員会 

市民のトリエンナーレ 

8/2（土）～11/3（月・祝） 

西・中区エリアを中心とした市内ギャラリー【西区、中区】 
\200,000  

横浜下町パラダイスまつり実行委員会 

横浜下町パラダイスまつり 2014  

8/31（日）～9/7（日） 

シネマ・ジャック＆ベティ、横浜パラダイス会館ほか【中区】 
\400,000  

ライフアートユニオン 

横浜のお稽古場から世界へ発信！ハマげいこプロジェクト 

7/1（火）～1/31（土） 

横浜市内の各稽古場及び横浜にぎわい座【中区ほか】 
\700,000  

お問い合わせ先 

ヨコハマアートサイト事務局 事務局長 小川智紀 TEL：045-325-0410 FAX：045-325-0414 

〒220-0004 横浜市西区北幸 1-11-15 横浜ＳＴビル 208 NPO 法人 ST スポット横浜 地域連携事業部 内 

担当：小川智紀・池田友実 MAIL：office@y-artsite.org URL：http://artsite.yafjp.org 

 


