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２０件の芸術文化活動が決定しました！
“ヨコハマアートサイト２０１３”は、2013 年 7 月から 12 月までの期間において「地域と共に活動する芸術文化事
業」を募集し、37 件の応募を受け付けました。審査会を経て、下記 20 件が決定！今後の「ヨコハマアートサイト２０
１３」の展開と各団体の活動に、ぜひご期待ください！！

【 “ヨコハマアートサイト” とは？ 】
公益財団法人横浜市芸術文化振興財団は、横浜市文化観光局と連携し、横浜が魅力的なまちになることを目指
し、地域と共に活動する芸術文化の発展と成長をサポートする場として「ヨコハマアートサイト」を実施しています。「横
浜で地域と共に活動する芸術文化活動」を募集し、参加団体には助成のほか、プロモーションや研修機会、シンポジ
ウムの開催などの支援を行っています。
団体名・事業名
【青葉区】
AOBA＋ART2013
「食べれる青葉食堂ツアー」と「青葉食堂：ドキ
ュメントブック」
【旭区】
旭区地域生活支援拠点 ほっとぽっと
ほっとたつはな亭
【金沢区】
アーティストネットワーク+コンパス＝「AN+C」
会社丸ごとギャラリー
【金沢区】
金沢文庫芸術祭実行委員会
第 15 回金沢文庫芸術祭
【港北区】
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
【栄区】
さかえ de つながるアート
さかえ de つながるアート 2013
【栄区】
さかえ・ショップ＆アート
アート de つながるショップ・ショップ・ショップ

実施期間・会場
10/13（日）～12/31（火）
美しが丘の住宅街、中部自治会
館周辺ほか
7/1（月）～12/31（火）
ほっとぽっと別館、ゆいまーる
二俣川ハウス
9/28(土)～11/30（土）
山陽印刷（株）内
9/22（日）～11/15（金）
海の公園、金沢区内及び近郊
各所
7/1（月）～12/25（水）
ともだちの丘作業室Ａ・Ｂほか
7/1（月）～12/31（火）
栄区内地域ケアプラザ、栄区民
文化センターほか
11/17(日)～11/30（土）
栄区本郷商栄会、栄通り商栄
会エリア、富士見自動車

概 要
「食べれる青葉食堂ツアー」と題した地域住民
参加型の企画を展開。
また、現在までの「青葉食堂」の活動をドキュメ
ントブックにまとめる。
精神障害者地域生活支援センターのほっとぽ
っとの利用者や関係者、地域住民が、アートを
通して主体的に地域と関わる場づくりとして、コ
ンサートやワークショップ等を開催。
社屋内・外、展示可能なスペースに作品を設
置。一般公開を行う。他、ワークショップを実
施。
交流・発信・自然・伝統・自己実現の５つを理
念とし、「こどもの未来は地球の未来を」をテー
マに、子どもたちがいきいきと活動できる場を
創出。
障害者施設のデイサービス利用者が演劇活
動を通して、自己表現やコミュニケーションの
楽しさを体験することを目的にワークショップと
公演を開催。
栄の自然・まち・ひと等をアートのチカラでとら
え直し、子どもも大人も誰もが、世代や立場を
超えてつながり、体験型ワークショップを中心と
したコミュニケーションの場を創出。
商店街店舗にて、アーティストが作品制作、展
示を行う。他、アートツアー、栄区の歴史やア
ートをテーマにしたパビリオンを実施。

「ヨコハマアートサイト 2013」の詳細は WEB サイトをご覧ください >>> http://artsite.yafjp.org/
お問い合わせ先：公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 協働推進グループ長 森井健太郎 Tel 045-221-0212

団体名・事業名

実施期間・会場

【都筑区】
都筑アートプロジェクト
都筑アートプロジェクト「ニュータウン幻想動物
園」
【中区】
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
【中区】
空（utsubo）
空（utsubo）番外公演 #1～3

9/22（日）～10/27（日）

【中区】
NPO 法人 Offsite Dance Project
本牧アートプロジェクト 2013

8/3（土）～12/8（日）

【中区】
NPO 法人打楽器コンサート・あしあと
こころに響く打楽器作っちゃおう

7/1（月）～12/29（日）

【中区】
スクール・オブ・ダンスプロジェクト
School of Dance Project 2013
【中区】
全日本ダンストラック協会
DANCE TRUCK PROJECT:2013
【中区】
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
【西区】
横浜 SAAC
舞台芸術活動活性化事業

港北ニュータウン、グリーンライ
ン高架下、センター北駅構内
7/1（月）～12/31（火）
オルタナティブスペース「カドベ
ヤ」
8/30（金）～12/1（日）
ArchishipLibrary＆Cafe

本牧エリア一帯

中区子育て支援拠点のんびりん
こ、本牧地区センターほか
9～12 月
横浜市立本町小学校
横浜にぎわい座のげシャーレ
9/7（土）～9/8（日）
新港ふ頭入口前
9/13 日（金）～11/17（日）
長 者 町ア ー トプラ ネ ッ ト
Chapter2、大岡川他
9/17（火）～12/8（日）
相鉄本多劇場

【西区】
横浜夢座プロジェクト
横浜夢座プロジェクト

10/24(木)～10/30（水）

【保土ケ谷区】
アフリカからのお客さんプロジェクト
ホームステイ～アフリカからのお客さんプロジェ
クト～2013

10～12 月のうち 2 週間
（予定）

【緑区】
GROUP 創造と森の声
森ラボ 2013『横浜の森美術展 6』

10/13（日）～11/10（日）

【南区】
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
2013」

12/14（土）～12/15（日）

ランドマークホール

イシワタ邸

横浜動物の森公園予定地

蒔田公園、大岡川流域、フォー
ラム南太田ほか

概 要
港北ニュータウンエリアにて、歴史性や地域の
新たな魅力を発見。アーティストによる作品展
示、ワークショップ、ライブ等を展開。
新しい自立のありかたを模索するべく、有志に
よって地域交流拠点にて定期的にワークショッ
プシリーズを開催。
伊勢佐木町、外国人居住地、野毛といった地
区にゆかりのある人々にインタビューを行いドキ
ュメンタリー演劇を創作。その公演を行う。
本牧の土地・場所・空間・人々の新たな魅力
発見機会をつくり街の活性化に繋げることを目
的に、本牧エリアの停留所にてパフォーマン
ス・インスタレーションを実施。他、アートスクー
ルを予定。
地区センター、ケアプラザ、保育園等で、参加
型コンサートを実施。ミュージシャンから指導を
受け、簡単な打楽器を制作し曲をともに演奏
する。
学校とアート現場との連携をより深めること、ア
ーティストが学びあう情報共有の場と今後のア
ート教育の担い手が育つ環境整備を目指す。
子どもたちとダンサーによる公演を実施。
トラックの後部を使用するモバイルの「ダンスト
ラック・プロジェクト」。ダンスを軸としたパフォー
マンス、美術・映像・照明のインスタレーション
などを行う。
長者町の創造活動拠点及び周域の店舗やス
ペースを使った展覧会・演劇公演、ミラーボー
ラ―船の運航を実施。
公演の創作者をサポートするプログラム、また
プロの芸術家・技術者を講師として招き、芸術
実現技術を横浜で活動する創造者に伝授し
てもらう育成プログラムを実施。
戸塚区俣野町で一部の建物を残して閉園した
「ドリームランド」を題材にした演劇公演を実
施。
脚本作りにあたり、市民からの情報をＨＰで募
集する。
横浜市民の家に日本・アフリカのアーティストが
ホームステイをし、共同制作を行う市民参加
型アーティスト・イン・レジデンス。ワークショッ
プ、トークイベント、成果報告イベント等を開催
予定。
アート制作と「森づくり」をより深く関連付け、森
の野外美術展を開催。森の材を利用した子ど
も・大人対象のワークショップ開催も予定。
光・人・川の 3 つを柱に、周辺地域が街の魅力
を再発見し、希薄になりつつある人の繋がりを
取り戻す機会として、光のアートプロジェクトを
展開。

「ヨコハマアートサイト 2013」の詳細は WEB サイトをご覧ください >>> http://artsite.yafjp.org/
お問い合わせ先：公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 協働推進グループ長 森井健太郎 Tel 045-221-0212
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