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１ 経営概観 

 令和１年度は、横浜の街に、市内外から多くの人が訪れ、平成から令和への改元の祝祭感を楽

しみ、ラグビーワールドカップ 2019TMの開催に沸くとともに、オリンピック・パラリンピックに

向けた期待が大いに高まった一年となりました。 

当財団では、「横浜美術館開館 30周年記念事業」、「横浜音祭り２０１９」、横浜市との共催によ

る芸術創造特別支援事業「シンボル・プログラム」「リーディング・プログラム」の実施等、「文

化芸術創造都市・横浜」を体現するような事業を集中して実施し、芸術文化による都市のプレゼ

ンス向上や、芸術文化活動の地域や市民への浸透等、「横浜市芸術文化振興財団 中期経営計画

2018-2021」に掲げた重点取組みを、加速させました。 

また横浜にぎわい座には、新館長が就任し、これまでの理念を踏襲するとともに、より市民に

愛される大衆芸能の専門施設運営にむけた、体制強化を行いました。 

一方、大型台風 19号による「横濱 JAZZ PROMENADE 2019」の全面中止、新型コロナウイルス感

染症拡大防止のための事業の中止・閉館等、非常時における迅速な対応が求められる中、財団全

体で安全を徹底し、柔軟な運営に邁進しました。 

（１）事業

令和１年度は、横浜美術館開館 30 周年の記念の年であり、「美術でつなぐ人とみらい」をテー

マに、通年にわたって多彩な記念事業を展開しました。３つの企画展に加え、式典、国際シンポ

ジウム、記念カレンダー・記念書籍の発行、市民に向けたレクチャーやワークショップの実施等、

市民とともにあゆんできた横浜美術館らしい記念事業により、存在感を発揮しました。 

 横浜らしい特色ある芸術フェスティバル、「横浜音祭り 2019」では、横浜みなとみらいホール

において、オープニングおよびクロージングの演奏会を華やかに実施しました。 

また、フェスティバルの重要なコンセプトである「クリエイティブ・インクルージョン」におい

ては、特色ある事業を展開しました。 

横浜市との共催により都心と郊外部でそれぞれ実施した「芸術創造特別支援事業」では、来街

者が文化芸術とまちを一体的に楽しむ都市の公共空間活用（シンボル・プログラム）と、地域ラ

ンドマークを活用した芸術プログラムによる地域へのアプローチ（リーディング･プログラム）に

より、文化芸術と社会との関係性の可能性を提示し、注目されました。 

横浜能楽堂は、新天皇即位の慶事に際し、古典芸能の中から皇室ゆかりの曲や祝儀曲を集めて

上演する「大典 奉祝の芸能」など企画性・話題性の高い事業を実施、大佛次郎記念館では、テー

マ展示において、はじめて漫画作品をとりあげ、小説と漫画という異なる手法から、開港期の横

浜の歴史や魅力に迫る展示を行い、各所から評価を受けました。 

本年度はまた、ナショナル・ギャラリー・オブ・カナダにおける横浜美術館コレクションの紹

介、中国・四川省成都市「A4 Art Museum」における横浜市カメラ写真コレクションの紹介、横浜

赤レンガ倉庫 1号館における、HOTPOT東アジア・ダンスプラットフォームの横浜開催等、海外との

交流、横浜の文化の魅力発信においても成果のあった年でした。 

 一方、本年度の重要なトピックスとして、「横濱 JAZZ PROMENADE 2019」の大型台風による開催

中止があげられます。当財団においても 10万人規模の事業の全面中止は、経験の無いことであり、

難しい判断を迫られましたが、すべての参加者・関係者の安全に配慮した、適切なタイミングで

の中止判断を行い、速やかな周知とその後の対応を行うことができました。今後の当財団の事業

運営において、経験の蓄積と課題の再確認を行う、貴重な機会となりました。 
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（２） 経営の強化

ア 財務

「横浜美術館開館 30 周年事業」は、経営においても令和 1 年度の重点事項のひとつでした。

財団として、事業の充実、規模拡大による来場者拡大、発進力の強化を目的として、これまで

にない自己資金を投入し、その結果、来場人数等、当初の目標を大きく達成しました。 

事業収入や利用料金収入は、各施設の努力により好調となり、自己収入割合は、中期経営計

画の指標を上回りました。 

また、本年度は財団内の経営改善に向けた意識強化、管理職への財務状況の説明と課題共有、

執行管理の徹底を行いました。 

今後も、継続的な経営基盤安定、財務の自立性向上に、財団全体で取り組んでいきます。 

イ 組織強化・人材育成

当財団では、人材育成の考え方を示した「人材マネジメントポリシー」の基本方針に則し、

評価制度を段階的に見直してきました。本年度は、評価制度を改正し、職員の行動、実績を処

遇に反映させる仕組みを構築しました。令和 2年 4月からの実動を予定しています。 

制度の改正にあたり、公正な評価を行うため、管理職を対象に評価者研修を実施、評価結果

を職員にフィードバックし、コミュニケーションを活性化させたほか、職階の役割に応じた研

修を行うことで、職員のモチベーション向上を図りました。 

また、本年度から順次、試行された「働き方改革関連法」に沿って諸規定の改定を行い、適

切に対応しました。 

芸術文化の専門人材の育成については、本年度、舞台芸術分野専門人材の必要な能力につい

て、評価軸の見直しを行い、専門人材に求められる能力を階層に応じ、より明確化しました。 

本年度は、横浜赤レンガ倉庫 1 号館が主体となって、専門人材研修を行い、専門人材志望者

の参加を促し、人材発掘の場としても機能させました。 

また横浜市が推進する横浜アーツフェスティバル実行委員会に、当財団から人材を派遣し、

専門性やノウハウを生かすことでフェスティバルの成功に貢献するとともに、職員の人材育成

につなげました。 

ウ 施設運営

本年度は、横浜市民ギャラリーあざみ野、横浜市磯子区民文化センターの次期指定管理者の

公募が実施され、横浜市民ギャラリーあざみ野は財団が単独、横浜市磯子区民文化センターは

現指定期間と同様の共同事業体での提案となりました。両施設とも、それぞれの使命・役割を

ふまえ、これまでの実績をベースに次の５年にむけて、さらなる地域との連携の強化・拡大や、

文化芸術による社会包摂の推進を提案し、選定評価委員会からの高評価を得て、選定されまし

た。次期指定期間は令和２年度から６年度の５年間となります。 

 また年明からの新型コロナウイルス感染症の世界的な流行を受け、各施設においては、東日

本大震災等、過去の経験も生かし、来場者・スタッフ、すべての関係者の安全を第一に、感染

拡大防止対策をとるとともに、国や神奈川県、横浜市の方針に従い、市民や利用者への説明と

情報共有を、丁寧に行いました。 

また、このような事態においてこそ、芸術文化の力を市民に届けるため、一部施設において

は、ホームページや動画サイトを利用した取組み等、試行しました。 
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２ 事業概要 

中期経営計画（2018-2021）の重点取組に添って、令和 1年度の主な事業を紹介します。 
 

（１）横浜らしい特色のある事業の国内外への発信  

■ 横浜美術館 開館 30周年事業 （横浜美術館） 

「美術でつなぐ人とみらい」をテーマに、通年に

わたり、30 周年記念事業を行いました。 

３つの企画展、「Meet the Collection―アートと人

と、美術館」、「原三溪の美術 伝説の大コレクショ

ン」、「オランジュリー美術館コレクション ルノワー

ルとパリに恋した 12 人の画家たち」は、いずれもコ

レクションに焦点をあて、市民や美術関係者から高

い評価を受け、当初の計画を上回る大勢の来場者を

迎えることができました。 

また記念式典の開催や、国内外の美術関係者を招

聘した国際シンポジウムの開催、市民が選ぶコレクションによる記念カレンダーの制作、劇作家

や小説家などが美術館に纏わる記憶を辿り、寄稿した記念書籍の発行など、多彩な活動を行いま

した。なお、記念カレンダーは「第 71 回全国カレンダー展」において「文部科学大臣賞」および

「金賞」を受賞しました。 

 

 

■ 川瀬賢太郎指揮 神奈川フィルハーモニー管弦楽団  

「ハチャトゥリアン コンチェルツ」（横浜みなとみらいホール） 

「剣の舞」や「仮面舞踏会」で知られるハチャトゥ

リアンの、全ての協奏曲を一夜で演奏する挑戦的な

プログラムを、池辺晋一郎館長の企画・監修により、

川瀬賢太郎指揮・神奈川フィルハーモニー管弦楽団

とともに上演しました。 

指揮者が「この機会を逃したら、10年は聴く機会

がないだろう」と語った本公演には、チェロ、ピア

ノ、ヴァイオリンの気鋭の若手ソリストが集結し、

エネルギッシュな演奏を繰り広げ、来場者の好評を

得ました。 

公演に先立ち、企画・監修を行った池辺館長と指

揮者によるプレトークが行われ、ハチャトゥリアン作品への理解を促す工夫も行いました。 

 

 

■「東次郎家伝十二番」「大典 奉祝の芸能」（横浜能楽堂）  

企画公演「東次郎 家伝十二番」は、人間国宝・山本東次郎が選んだ十二曲を、月に 1 度、1 年

をかけて上演するシリーズ企画です。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、第十二回は中

6月 28日 公演の様子 
横浜みなとみらいホール大ホール 
撮影：藤本史昭 

4月 12日 記念式典 横浜美術館グランドギャラリー 
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止となりましたが、山本東次郎をはじめとする東次

郎家一門の充実した舞台に、観客からの反響は大き

いものでした。 

新天皇即位という慶事を祝した「大典 奉祝の芸

能」は、琉球舞踊や邦楽、能狂言の中から皇室ゆかり

の曲や祝儀曲を上演する横浜能楽堂ならではの企画

となりました。能「大典」は 11 月にニューヨークの

ジャパン･ソサエティーにおいて上演され好評を得

ました。 

 

 

■ 層の厚い出演者による定例公演（横浜にぎわい座） 

横浜にぎわい座の定例公演は、流派を超えた人気

落語家が研鑽を積む場となっており、他の公共施設

では例を見ない公演形態が、特色となっています。 

本年度も、三遊亭円楽、柳家さん喬、柳家権太楼、

古今亭志ん輔、林家正蔵、立川志の輔、林家たい平、

立川志らく、柳家三三、立川生志、桃月庵白酒、三遊

亭兼好など、ベテランから中堅まで、豪華な顔ぶれに

よる公演を実施し、来場者の好評を得ました。 

また 400席という演者と客席にとって適度な距離

感の芸能ホールにおける、一期一会の口演の積み重

ねは、落語の魅力を力強く伝えるものとなってお

り、落語ファンの裾野を広げるとともに、落語文化を育てる場として定着してきており、高い評

価を受けています。 

 

■ 横浜ダンスコレクション 2020（横浜赤レンガ倉庫 1 号館） 

25 回目を迎えた横浜ダンスコレクションは、フェ

スティバル全体で、日本を含む 8 つの国と地域から

44 作品を上演しました。これまで 400 組以上の振付

家を世界に送りだしたコンペティションでは、今回

も 4 組の海外フェスティバル派遣が決定しました。 

豪州・香港・日本の共同プロジェクトによる世界

初演作品「ON VIEW:Panorama」の上演、過去の受

賞者による意欲作品の上演、屋外でのパフォーマン

ス、ワークショップ、展示等、多彩なプログラムを

3 週間に渡って展開しました。 

また、City Contemporary Dance Festival（香港）、

SIDance（ソウル）、横浜ダンスコレクション（横浜）

と東アジアを代表する３つのフェスティバルで形成している HOTPOT 東アジア・ダンスプラッ

トフォームを横浜で初開催。25の国･地域から 72名のダンスプレゼンター（劇場やフェスティバ

ルのディレクター等）が、上演プログラムだけでなく様々な対話・交流プログラムに参加しました。 

 

7月20日 「大典 奉祝の芸能」より能「大典」の様子 
横浜能楽堂  
撮影：神田佳明 

1月 30日 「ON VIEW：Panorama」上演の様子 
横浜赤レンガ倉庫 1号館 ホール 
撮影：菅原康太 

2月13日  「狂言と落語の会」より 
桃月庵白酒 珍しい演目「犬の災難」を口演 
横浜にぎわい座 芸能ホール 
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■「大和和紀『ヨコハマ物語』×大佛次郎の横濱」（大佛次郎記念館） 

小説と漫画という異なる手法から、開港期の横浜

の歴史や魅力に迫る展示を行いました。全国から幅

広い年代の来館者があり、発信力ある事業となりま

した。 

初めて web広告を用い Facebookで集客を行うと共

に、元町商店街を中心とした店舗・レストラン等への

ポスター掲示を積極的に行いました。 

また、大和和紀スペシャルトークショー、地元企業

の協力による「横浜港とお茶の歴史講座」、バッスル

ドレスの展示など、作品の世界観を伝える多彩なイ

ベントを展開しました。 

 

 

■ 海外におけるコレクションの紹介（横浜美術館／横浜市民ギャラリーあざみ野／大佛次郎記念館） 

市民の貴重な財産である収蔵作品を海外で紹介し、横浜の新たな魅力向上につなげました。 

横浜美術館の写真コレクション展「氾濫：20 世紀日本の写真」がナショナル・ギャラリー・オ

ブ・カナダにおいて実施され、メディア等において果敢な試みとして評価されました。 

また横浜市民ギャラリーあざみ野において、平成 30 年度に実施した「横浜市所蔵カメラ・写真

コレクション展 暗くて明るいカメラーの部屋」が中国・四川省成都市「A4  Art Museum」に

おいて巡回開催され好評を博しました。 

その他、大佛次郎記念館所蔵の佐多芳郎作「浮舟」(屏風一双)が、メトロポリタン美術館で開催

された、「The Tale Of Genji」（源氏物語）で展示される等、コレクションを通じて、横浜の魅

力発信につながった 1 年となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4月 3 日～9月 8 日 
「大和和紀『ヨコハマ物語』×大佛次郎の横濱」 
展示の様子 
大佛次郎記念館 

11 月 23 日～2 月 23 日 
「横浜市所蔵カメラ・写真コレクション展 暗くて明るい
カメラーの部屋」中国四川省成都『A4 Art Museum』 
オープニング風景 

10 月 11 日～3 月 22 日  
「氾濫:20世紀日本の写真」リーフレット  
ナショナル・ギャラリー・オブ・カナダ 
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（２）子どもたちをはじめとする次世代育成の推進  

 

 

 

■ 親が知っておきたい「“おえかき”の楽しみ方」「～紙あそび・お絵かきあそび～」 

■ いわいとしお『100かいだてのいえ』展  自由参加ワークショップ「みんなでつなごう100かいだてのいえ」

＆ハマキッズ・アートクラブ「ダンボールでつくろう！100かいだてのいえ」 

（横浜市民ギャラリー) 

市民からの人気が高い、横浜市民ギャラリーの美術

講座の新たな試みとして、乳幼児を持つ保護者を対象

とした創作のためのレクチャーを実施しました。 

市民ギャラリーの経験豊富なエデュケーターが講

師を務め、開催した 3 回の講座には、多くの参加者が

あり、満足度の高い講座となりました。 

また本年度は、「横浜市こどもの美術展」の特別展示

として、人気の絵本『100 かいだてのいえ』の作者・

いわいとしおの作品を紹介しました。 

展覧会に先立って、作家とともに作品を制作する

ワークショップを開催し、多数の子どもたちが参加。

成果作品は、展覧会において展示しました。 

 

 

■ あざみのこどもぎゃらりぃ 2019 

 「リサイクルアートに挑戦！」(横浜市民ギャラリーあざみ野) 

地元企業の協力により提供された、工場から出る金

属やプラスチックの工業部品を利用し、アーティスト

の監修のもと、子どもたちがアート作品を作るワーク

ショップを開催しました。 

作品は子どものための展覧会「あざみ野こどもぎゃ

らりぃ 2019」の会場で展示しました。 

子どもならではの自由な表現に来館者から感嘆の

声が聞かれたほか、来館者が地域産業の魅力を知る機

会にもつながりました。 

 

 

 

■ 地域の学校との連携による取組（横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場） 

地域の文化施設として、学校と連携し、施設の内外において子どもたちの文化体験の場をつく

りました。 

磯子区内の小学校を磯子区民文化センター 杉田劇場にむかえ、劇場の本格的な環境で芸術体験

をする「杉劇アート体験塾」を行いました。普段子どもたちが関わることの少ない「伝統芸能」

に焦点をあて、年 3 回、延べ 4 校、453 名が参加しました。 

子どもたちを対象とした事業 

7月 15日 ワークショップの様子 
横浜市民ギャラリーあざみ野  

7月 19日～28 日 
自由参加ワークショップ「みんなでつなごう１００かい
だてのいえ」の様子 
横浜市民ギャラリー 展示室 B1 
撮影：加藤健 
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一方で磯子区民文化センター 杉田劇場のさまざま

な事業を学校や地域にアウトリーチする「杉劇キャラ

バン」を区内の小学校や幼児園、地域のお祭り等さま

ざまな場所で展開したほか、小中学校へアーティスト

を派遣する横浜市芸術文化教育プラットフォームの

コーディネーターとして、区内５校にアウトリーチを

行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 明日の浪曲シリーズ「国本はる乃、真山隼人二人会」（横浜にぎわい座） 

小ホール（のげシャーレ）を活用し、若手実演家の

育成を行う「登竜門シリーズ」において、関東・関西

の浪曲界の期待の若手による二人会をスタートさせ

ました。 

次代の浪曲界を背負う二人の熱演に、満席の客席か

らは掛け声や拍手で応える、一体感ある公演となり、

新しいファンも育ちつつあります。 

また節（歌）と啖呵（語り）で構成される、浪曲の

音楽性に着目し、「横浜音祭り」の共催公演として、フェ

スティバルを契機に浪曲の魅力を幅広い層に伝える

動画を作成し、広報活動を行いました。 

 

 

■ あざみ野コンテンポラリーvol.10 「しかくのなかのリアリティ」（横浜市民ギャラリーあざみ野） 

新しい表現に取り組む才能豊かな新進アーティス

トに光をあてる「あざみ野コンテンポラリー」では、

本年度、絵画表現とリアリティをテーマに、加茂昂、

水野里奈、横野明日香、松本奈央子、山岡敏明の 5 人

のアーティストのグループ展を開催しました。 

絵画を通じて表現された“現実”、すなわちフィクショ

ナルなリアリティをめぐるアーティストの実践から

このリアリティが如何に画面に積層し、鑑賞者と接続

しようとしているのか、媒体としての今日性を問い

ながら読み解く展覧会となりました。 

また会期中に開催されたアーティストトークは作家

のことばから、作品への理解がより深まる機会とな

りました。 

若手アーティスト、クリエイターの支援事業 

2月 5 日杉劇アート de 伝承プロジェクト 
「杉劇アート体験塾 vol.12～雅楽～」の様子 
横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場 

10 月 14 日～11月 4 日 
あざみ野コンテンポラリーvol.10「しかくのなかのリアリティ」 
展示の様子 
横浜市民ギャラリーあざみ野展示室 1.2 
撮影：加藤健 

6月 22日 
「国本はる乃・真山隼人二人会～明日の浪曲シリーズ」 
終演後の様子。曲師も交えて。 
横浜にぎわい座 のげシャーレ 
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（３）芸術と社会をつなぎ、共生社会へ向けた基盤整備  

 

 

■「絵でたどるペリー来航」（横浜美術館） 

教育プロジェクトチームは、「ペルリ提督横浜上陸

の図」を題材とし、従来、横浜市立中学校美術科等の

教員たちと協働研究を行い、また、横浜の歴史や風

景を題材とした場所をボランティアの案内でめぐる

「街歩きツアー」の経験を蓄積してきました。本展

はこれらの経験を生かしたユニークな展示となりま

した。 

また、展示室内でボランティアそれぞれの視点を

生かしたトークを行うなど、関連事業でもボランティ

アが活躍しました。 

 

 

■ 淺井裕介と市民による共同制作プロジェクト  

「美術館を耕す」Meet the Collection 展 （横浜美術館） 
 

「Meet the Collection」展のゲスト・アーティス

トの淺井裕介が市民とともに大型の作品を制作しま

した。 

「子どものアトリエ」、「市民のアトリエ」と企画

展との共同制作プロジェクトとして実施し、市民と

ともに 30 周年を祝いました。 

制作したインスタレーション作品は会期中、グラ

ンドギャラリーに展示されました。 

 

 

 

 

■ コレクション展 2020「うつし、描かれた港と水辺」鑑賞サポーター活動（横浜市民ギャラリー） 

鑑賞サポーターが事前調査を行い、展示作品の中

に登場する横浜のスポットを紹介するマップを作成

しました。マップは、展示室内に掲出しました。 

しかし新型コロナウイルス感染拡大防止のため

に、コレクション展は会期途中で開催中止となった

ことから、展示内容や作品解説をブログで配信し、

その際にサポーター作成のマップも紹介しました。 

 

 

 

ア  市民文化活動の支援と地域との連携強化 

9月 21日～11 月 10 日 
「絵でたどるペリー来航」ボランティアトークの様子 
横浜美術館アートギャラリー１ 
撮影：加藤健 

4月27日 
淺井裕介と市民による共同制作プロジェクト「美術館を耕す」 
横浜美術館グランドギャラリー 

2月1日 「うつし、描かれた港と水辺」 
鑑賞サポーター研修の様子 
横浜市民ギャラリー アトリエ 
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■ テーマ展示Ⅱ「花と語らう 大佛次郎の花ごよみ」 

文学ウォーキング 花と語らう、秋の花園ツアー（大佛次郎記念館） 

大佛次郎記念館が建つ「港の見える丘公園」での、

秋の花々の鑑賞と、大佛作品ゆかりの場所や記念館

周辺の史跡をたどるウォーキングツアーを実施しま

した。秋晴れの下、専門家による花にまつわるレク

チャーと魅力あるコース設定により満足度の高い催

しとなりました。 

 

 

 

 

 

 

■ 杉劇アート de伝承プロジェクト（横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場） 

磯子区民文化センター 杉田劇場では、地域の高齢

化が進む中で、区内の伝統文化・資源を調査し、記録

に残す取り組みを行っています。 

本年度は、地域史と神社史の研究をしている区民

にも調査員として参加していただき、調査と地域の

伝統文化へのアプローチを行いました。その成果と

して、地域のまつりや伝統芸能などの実態を調査し

た、DVD 付きの冊子『磯子の祭景』をまとめ、区役

所はじめ各所に配布しました。 

 

 

 

 

 

■ クリエイティブ・インクルージョンへの取り組み（横浜みなとみらいホール） 

 横浜みなとみらいホールは、2010 年から、横浜

市の盲特別支援学校の生徒を対象としたワークショ

ップを実施するなど、障がいの有無に関わらず、誰

もが音楽を楽しむことができる取組みに、注力して

きました。 

本年度は、横浜市内全域に展開する音楽フェスティ

バル「横浜音祭り２０１９」が開催され、横浜みなと

みらいホールはメイン会場として多彩な事業を実施

しました。中でもフェスティバル・コンセプトのひ

とつである「クリエイティブ・インクルージョン」

においては特色のある事業を展開しました。 

イ  誰もが社会に参画できる取組の推進 

11月4日 花と語らう、秋の花園ツアーの様子 
港の見える丘公園 大佛次郎記念館前 
 

8月11日 杉劇アート de 伝承プロジェクト 
「根岸八幡神社の祭礼」の様子 

10月20日 「だれでもピアノ」の様子 
象の鼻テラス 
撮影：平舘平 
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視覚障がいのある演奏者と晴眼の演奏者によるアンサンブルが、会場の照明をすべて消した状態

で演奏する「ミュージック・イン・ザ・ダーク」では、演奏者も観客も、会場内の誰もが「何も見

えない」状態の中、あらゆる感覚を研ぎ澄ませて音楽を楽しむ、未知の体験に、感動の声があが

りました。発達障害のある子どもとその保護者を対象とした事業「音と光の動物園」は、「動物の

謝肉祭」の演奏とともに、子どもたちが作ったペーパークラフトの動物がアニメーションとなっ

た映像を鑑賞。美術、音楽、映像、デジタルアートなど、広範な芸術と触れ合い、子どもたちの自

発性・表現力を引き出す取り組みとなりました。 

また、東京藝術大学 COI 拠点とヤマハ株式会社が共同で開発した、指 1 本で伴奏つきの演奏が

可能になる楽器「ディスクラヴィア」を活用した「だれでもピアノ」では、昨年度、横浜みなとみ

らいホールで実施した取り組みの新たな展開として、「象の鼻テラス」を会場に楽器を設置し実施

しました。横浜開港の地であり、文化観光拠点の一つである空間で、訪れる人だれもが音楽に触

れられる機会となりました。 

 

 

■ MICE・ユニークベニューへの取り組み（横浜能楽堂） 

日本文化の魅力を能楽堂という特別な空間で紹介

する様々な取り組みを行いました。 

能楽師が案内する見学会と能楽ワークショップの

開催のほか、着付けや箒作りなど、和の文化に触れ

る講座を行うことで来館者の裾野を広げました。 

能楽堂という空間を生かし、企業や MICE 関連事

業者にはたらきかけ、訪日外国人を対象としたパー

ティー利用につなげました。また横浜観光コンベン

ションビューローとの連携により、ラグビーワール

ドカップ各国プレス関係者向け見学会や JNTO 主

催インド市場キーパーソン招聘事業による見学会

等を実施しました。 

 

 

■ 赤レンガ・ダンスプロジェクト（横浜赤レンガ倉庫 1号館） 

ダンスをしたことがない、興味はあるが機会がな

い、劇場があることを知らない、そうした方々へも

っとダンスや劇場を知っていただく場を、地域の企

業と連携して実現するプロジェクトの 3 回目を実施

しました。 

 株式会社横浜赤レンガをパートナーとし、運営会

社社員、横浜赤レンガ倉庫の店舗スタッフ、文化施

設運営スタッフ等幅広い参加者でオリジナルダンス

を作り、赤レンガ倉庫を取り巻く人々にダンスの楽

しさを広く伝え、観客創造に取り組みました。 

オリジナルダンス動画は動画配信サイトおよび

企業のサイトで配信され、3月 31日時点での再生回

数は 86万回以上となっています。 

11月27日 ユニークベニュー利用の様子 
横浜能楽堂本舞台 

10月23日 映像撮影時の様子 
横浜赤レンガ倉庫イベント広場 
撮影：菅原康太 

10



 

■ クリエイティブ・インクルージョン活動助成（広報・ACYグループ） 

アーツコミッション・ヨコハマでは共生社会の実

現を目指し、多様性や社会の持続可能性を視野に芸

術表現を追求するアーティスト、クリエイター等を

支援しています。 

助成という枠組みにとどまらず、採択された団体が

自立したプログラムとして継続できるように、年間

を通じてサポートしています。 

本年度は 4 団体を採択しました。新規の採択とな

った「アート・クリエイティブによる病院内コミュ

ニケーション増進プロジェクト」では、アートマネ

ジメントを行うアートマネジメントオフィス アホ

イ！（代表：塚田信郎）が、横浜市内の病院で、入

院中の子ども達やその家族などを対象に、アーティ

スト・クリエイターと協働しアートプログラムを実施。病院内外のコミュニケーションを活性化

させ、病院をより過ごしやすい空間に変えました。 

他にも、アーティストらが持つ独自のまなざしに注目した取り組みはメディアでの発信力も高

く、多くの市民が作品などを通じて共生社会について考えるきっかけをつくりました。 

 

 

 

 

 

■ パイプオルガンと横浜の街（横浜みなとみらいホール） 

横浜は日本ではじめてパイプオルガンが設置された街であ

り、今も市内に多くの個性的なパイプオルガンが存在します。

本年度、横浜みなとみらいホールでは、横浜市内７ヶ所のパ

イプオルガンの演奏を楽しむと同時に横浜を巡る、「横浜の

街」の魅力発信につながる事業を行いました。  

７つの会場は、ホールのほか、教会、ミッションスクール

等、席数や会場の広さ、雰囲気も異なり、普段、足を運ぶ機

会が少ない施設もありました。また設置されているパイプオ

ルガンもスイス製、アメリカ製、ドイツ製、フランス製など

様々で、製作年代も形状も特色があり、中には日本で演奏さ

れているオルガンの中で最古と思われるものもありました。 

各会場の個性的な空間で、世界で活躍するオルガニストた

ちの熱演が繰り広げられ、好評でした。中でも横浜みなとみ

らいホールで実施した演奏会は、フランス人オルガニスト、

リオネル・アヴォを招聘し、2019 年 4 月に被災したノート

ルダム大聖堂の再建への祈りを込めたプログラムによるも

ので、会場は感動につつまれました。 

 

 

ウ  創造性を生かしたまちづくりの推進 

アーツコミッション・ヨコハマ 
クリエイティブ・インクルージョン活動助成採択事業 
「アート・クリエイティブによる病院内コミュニケーション増
進プロジェクト」  
撮影：大野隆介 
 

10月4日 演奏会の様子 
場所：横浜指路教会 
オルガニスト：アマンダ・モール 
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■ 芸術創造特別支援事業 シンボルプログラム「コンパスヨコハマ 2019」（広報・ACYグループ） 

ラグビーワールドカップ 2019TM の開催時期にあ

わせ、横浜の象徴的な場所である、横浜みなとみら

い 21 地区の中心に位置する「美術の広場」におい

て、芸術文化イベントの開催を通し、横浜ならでは

の魅力とナイトタイムエコノミーの可能性を伝える

プログラムとして、横浜市と共催で実施しました。 

 会場内に設置された、直径 20ｍのインスタレーショ

ン「ぐるぐる」と大型のアート作品「夢見る金魚」を

中心に、アーティストによる展示、ワークショップ、

ライヴパフォーマンスが行われました。また広場の

木陰ではキッチンカーと DJ ブースによるオープン

カフェが広がり、にぎわいました。 

 横浜みなとみらい 21地区の開発が進む中で、美術の広場の役割は大きく変化しています。 

美術館と人々をつなぐ場である都市の広場には、豊かな自然環境があり、そこで美術を共同で体

験することで、人々は触発され、商業施設の賑わいも相まって、横浜ならではの風景が生み出さ

れました。本事業は実験的な取り組みとして都市と芸術の可能性を示すこととなりました。 

 

 

■ 芸術創造特別支援事業 リーディング・プログラム「YokohamArtLife（ヨコハマートライフ）」 

（広報・ACYグループ） 
 

 東京 2020 オリンピック・パラリンピックを契機

に、芸術文化活動をレガシーとして地域に浸透させ

ることを目指し、新たな支援事業として、横浜市と

共催で実施しました。 

横浜ならではの芸術文化体験を生み出し、地域へ

の定着を狙った実験的なプロジェクトで、市民の身

近に存在する地域ランドマークで実施する事業を対

象に、４団体をパートナー（実施団体）として採択し

ました。 

今回の制度の特徴として、当財団は公募・審査の

段階で「成果の可視先行」で企画意図・仮説・指標

を提案し、採択後の実施過程では「評価をツールと

した対話の重視、証左の積み上げ」を行うことで、作品の芸術性の追求のみならず、芸術文化活

動が地域に開かれることがあげられます。 

 今回、パートナー（実施団体）はそれぞれの特色を生かし、横浜市内 8 区（保土ケ谷、西、緑、

中、鶴見、磯子、旭、金沢）の公園や広場、団地、コミュニティハウス等を会場として活動を展開

し、多くの人々の交流が生まれました。 

これらの活動を通じて、横浜市各区には横浜ならではの環境の魅力があり、独自の表現や風景

を生み出せる可能性・価値があることが顕在化しました。また地域には、公園や広場など地域ラ

ンドマークとなる場所や建物等が豊富であり、そこに芸術文化プログラムを導入することで共有

地（コモンズ）の価値が高まり、地域の変化を促すモデルを提示できました。 

9月20日～9月29日 
「コンパスヨコハマ2019」創造の旅は、ヨコハマから始まる 
「美術の広場」（グランモール公園 横浜美術館前） 
撮影：加藤 甫 

「YokohamArtLife （ヨコハマートライフ）」採択事業 
「左近山アートフェスティバル！」の様子 

撮影：菅原康太 
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3　事業一覧　

（1）公益事業

■横浜美術館

①芸術文化の創造及び発信（定款第4条第1項第1号）

No. 事業名 実施時期 参加者・入場者（人） 備考

1
［企画展］
Meet the Collection ―アートと人と、美術館

4/13-6/23 39,804

共同主催：神奈川新聞社、tvk（テレビ神奈
川）
助成：一般財団法人地域創造、芸術文化振
興基金
beyond2020プログラム[認証ｃ006000206]

2
［企画展］
原三溪の美術　伝説の大コレクション

7/13-9/1 76,654
共同主催：日本経済新聞社
beyond2020プログラム[認証c006000207]

3
［企画展］
オランジュリー美術館コレクション ルノワールとパリに恋した12人の画家たち

9/21-1/13 223,878

【10/12・13臨時休館（台風19号の影響）】
共同主催：オルセー・オランジュリー美術館、
読売新聞社
beyond2020プログラム[認証c006000208]

4 New Artist Picks「柵瀨茉莉子展｜いのちを縫う」
3/14-4/12

（延期）
0

【延期（新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため）】
beyond2020プログラム[認証c006000263]

5

外部との連携
　①原三溪の美術展レクチャー（会場：横浜ランドマーク教室）[NHKカルチャー連携]
　②スマートフォンを使った作品情報表示サービスの実証実験［NTT連携］
　③オランジュリー展コンサート[財団専門施設連携]
　④オランジュリー展コンサート[財団専門施設連携]
　⑤クラシックヨコハマ音遊びWS[横浜市連携]

　①7/27
　②8/5-9/1
　③10/25
　④11/20
　⑤1/18

1,119

②芸術文化活動の支援、協働及び創造性を育む機会の提供（定款第4条第1項第2号）

No. 事業名 実施時期 参加者・入場者（人） 備考

7

子どものアトリエ・アウトリーチ（病院等）
　①横浜医療福祉センター港南
　②県立こども医療センター
　③市立大学附属病院
　④企業
　⑤幼稚園・保育園

①7/17
②10/1
③10/3

④4/2、8/3・10
⑤10/21、11/1

380

9
市民のアトリエ・アウトリーチ（高齢者施設）
　・戸部ハマノ愛生園[横浜国立大学連携]（11/29事前研修会）

12/5 17

10

教育プロジェクト・鑑賞教育事業
　①鑑賞サポート事業（企画展：ギャラリートーク、講演会、他）
　②鑑賞サポート事業（コレクション展：ギャラリートーク、中高生プログラム、他）
　③教師向け研修、他
　④ボランティアによるトーク
　⑤展覧会｢絵でたどるペリー来航｣

①～④通年
⑤9/21-11/10

23,966 【10/12・13臨時休館（台風19号の影響）】

11
教育プロジェクト・アウトリーチ（若者支援）
 　・K2インターナショナル(※12/18鑑賞とワークショップ)

①11/19 27

12
人材育成事業
　①博物館実習　
　②子どものアトリエ　インターンシップ

通年 203

13

市民協働　ボランティア育成事業等
　①子どものアトリエボランティア
　②美術情報センターボランティア
　③鑑賞ボランティア
　④ビジターサービス・ボランティア
　⑤「原三溪市民研究会」

通年 8,372
【10/12・13臨時休館（台風19号の影響）】
【2/29-3/31臨時休館（新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため）】

14

ビジターサービス事業
　①顧客サービス員の質向上
　②顧客サービス員および市民協働の特性を活かした、
　　より多様な来館者へのきめ細やかな対応実現
　③多言語で、高齢者等にも見やすいパンフレット等
　④グランドギャラリーでの季節感のあるおもてなし、プロモーション

通年 3,450

6,083

6

8

【10/12・13臨時休館（台風19号の影響）】
【2/29-3/31臨時休館（新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため）】

【10/12・13臨時休館（台風19号の影響）】
【2/29-3/31臨時休館（新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため）】

19,897

子どものアトリエ
　①個人の造形プログラム
　②親子のフリーゾーン
　③学校のためのプログラム
　④横浜市芸術文化教育プラットフォーム 学校プログラム
　⑤人材育成（教師のための研修）、他

通年

市民のアトリエ
　①ワークショップ
　②オープンスタジオ
　③横浜市芸術文化教育プラットフォーム 学校プログラム
　④教師のための研修

通年
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15 横浜美術館コレクションフレンズ 通年 516

16 ファンドレイズ 通年 1,203

③芸術文化資源の収集、保存及び活用（定款第4条第1項第5号）

No. 事業名 実施時期 参加者・入場者（人） 備考

17
横浜美術館コレクション展
①第1期
②第2期

①4/13-6/23、
7/13-9/1

②9/21-1/13
356,914

beyond2020プログラム
①[認証c006000209] 129,369人
②[認証c006000210] 227,545人

18 コレクションの形成・収集調査 通年 -

19 コレクション保存・研究 通年 -

20 コレクションの画像と解説をウェブ公開 通年 -

21 美術情報センター運営及び普及事業 通年 42,255

④芸術文化に関する情報の収集及び提供（定款第4条第1項第6号）

No. 事業名 実施時期
参加者・入場者

（人）
備考

22 年報発行 通年 -

⑤芸術文化に関する調査研究及び政策提言（定款第4条第1項第7号）

No. 事業名 実施時期 参加者・入場者（人） 備考

23 研究紀要発行 通年 -

⑥芸術文化振興のための国内外との交流（定款第4条第1項第8号）

No. 事業名 実施時期 参加者・入場者（人） 備考

24

開館30周年事業
①展覧会（再掲）
②国際シンポジウム
③記念誌発行(日英別冊)
④式典
⑤グッズ制作：コレクションを用いたワインとお菓子、コレクションを用いたカレンダー
⑥その他：30周年音楽舞台（会場：KAAT神奈川芸術劇場）[NHK連携]、横浜美術館逢
坂館長とカナダのアートをめぐる旅[民間旅行会社連携]、バースデー・ウィークエンド：
呈茶席（裏千家青年部）、記念誌出版記念トークイベント（森村泰昌氏）ほか

①通年
②6/8、9
③10/31
④4/12
⑤4/12、9/20
⑥9/27-29、
10/9-15、
11/1-4

456

25 ヨコハマトリエンナーレ2020の準備 通年 -

26
コレクションパッケ-ジ展あるいは企画展の海外巡回
　①ナショナル・ギャラリー・オブ・カナダ
　　「Hanran: 20th-Century Japanese Photography」展

通年
①10/11-3/22

-
【3/14以降臨時休館（新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため）】

27 海外インターン生受入 10/5 13

14



■横浜みなとみらいホール  

①芸術文化の創造及び発信（定款第4条第1項第1号）

No. 事業名 実施時期 参加者・入場者（人） 備考

1
横浜音祭り２０１９
横浜銀行Presents こども未来ミュージック・プログラム　こどものコンサート　2019

5/5 3,550
共催：横浜銀行、横浜アーツフェスティバル実
行委員会
beyond2020プログラム[認証c00600015]

2

[横浜芸術アクション事業]「金の卵を探しています。」
第42回ハマのJACK 演奏会「金の卵見つけました」
　①「金の卵を探しています。」（オーディション）
　②「金の卵見つけました」（発表）

①4/21,5/3
②6/16

707

共同主催：NPO法人ハマのJACK
共催：横浜アーツフェスティバル実行委員会
助成：文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・
音楽堂等機能強化推進事業）｜独立行政法
人日本芸術文化振興会 
②beyond2020プログラム
[認証c006000156]227人

3 パイプオルガンLucyバースデー・コンサート　Grand Organ Gala Concert 6/7 1,374 beyond2020プログラム[認証c006000159]

4
横浜音祭り２０１９
ハチャトゥリアン・コンチェルツ
～チェロ、ピアノ、ヴァイオリンのための3つの協奏曲を一気に聴く一夜

6/28 981
共催：横浜アーツフェスティバル実行委員会
beyond2020プログラム[認証c006000158]

5
障がい児童のための音楽体験事業
盲特別支援学校オルガン体験ワークショップ
　①中学部　②小学部

①7/3
②7/5

25
助成：文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・
音楽堂等機能強化推進事業）｜独立行政法
人日本芸術文化振興会

6

MMCJミュージック・マスターズ・コース・ジャパン ヨコハマ2019
　①ガラ・コンサート　講師による室内楽コンサート
　②室内楽コンサート　受講生によるコンサート
　③オーケストラ・コンサート

①7/4
②7/8
③7/14

1,305
主催： 一般社団法人ミュージック・マスター
ズ・コース・ジャパン
共催： 横浜市、横浜みなとみらいホール

7
みなとみらい遊音地
夕涼みオルガン・コンサート

8/9 177

8

みなとみらい遊音地
ハマのJACK2019　おんがくベビーランド
　①「0歳：赤ちゃんとクラシックを聴こう！」
　②「1歳：チェロの響きを親子で共に♪」
　③「2歳：親子でヴァイオリンを聴こう！」

8/10 420
共催：NPO法人ハマのJACK
beyond2020プログラム[認証c006000236]

9

みなとみらい遊音地
ハマのJACK2019 絵本コンサート
　「おおきなかぶ＆モチモチの木」
　「どうぶつミニミニコンサート＆100万回生きたねこ」

8/10 553
共催：NPO法人ハマのJACK
beyond2020プログラム[認証c006000238]

11
みなとみらい遊音地
横浜音祭り２０１９
おやこオペラ教室2019～こどものためのオペラ・ワークショップ～宮沢賢治の世界

8/11 418 beyond2020プログラム[認証c006000233]

12

みなとみらい遊音地
第43回 ハマのJACK演奏会
ファミリーオペラコンサート モーツァルト「魔笛」
　【関連事業】
　①魔笛をもっと楽しむワークショップと工作室
　②オペラに出演できるワークショップ「魔笛の森のどうぶつになろう！」
　③わくわく親子音楽工作室【パンフルートを作ろう！」

8/11 691
共催：NPO法人ハマのJACK
beyond2020プログラム[認証c006000240]

13

みなとみらい遊音地
横浜みなとみらいホール オープン・デー　～海と音楽とピクニック
　①パイプオルガン演奏 （山司恵莉子）
　②みなとみらいSuper Big Band 演奏
　③ Lowland Jazz   演奏
　④ギター、打楽器演奏　富川勝智(ギター) 原順子(打楽器） 田村拓也（打楽器）
　⑤JACK賞受賞者コンサート 渡部勇一(ヴァイオリン) 蓮見杏梨(ヴァイオリン）
　⑥横浜銀行Presents こども未来ミュージック・プログラム
　　ホールを探検　ピチカート・ツアー
　⑦横浜銀行Presents こども未来ミュージック・プログラム
  　楽器の王様パイプオルガンを体験できる　王様とワタシ
　⑧どうぶつお面をつくろう！

8/12 2,072

共催：横浜アーツフェスティバル実行委員会
⑥⑦共催：株式会社横浜銀行

beyond2020プログラム
②[認証c006000232]
⑤[認証c006000239]
⑥[認証c006000235]
⑦[認証c006000234]

14
ジェラール・プーレ（ヴァイオリン）と神奈川フィルの仲間たち
横浜美術館開館30周年記念　「オランジュリー美術館コレクション　ルノワールとパリに
恋した12人の画家たち」展によせて

9/1 270
共同主催：公益財団法人神奈川フィルハーモ
ニー管弦楽団

15 ０歳からのオルガン・コンサート 9/6 1,828 beyond2020プログラム[認証ｃ006000161]

16
横浜音祭り２０１９
心の教育ふれあいコンサート

9/10-12
9/25-27、

9/30
10/1-3

33,906
主催：横浜市教育委員会
共催：横浜アーツフェスティバル実行委員会
beyond2020プログラム[認証ｃ006000163]

17
横浜音祭り２０１９
ショパン～永遠の貴公子をたどる

9/18 1,502 beyond2020プログラム[認証c006000162］

19
横浜音祭り２０１９
パイプオルガンと横浜の街　オルガンふれあい ヨコハマ街歩き

9/27-10/27 5,085

beyond2020プログラム[認証c006000237］
※人数等には、10/5「オルガン1ドル・コン
サート」、10/19「オルガン・リサイタルシリー
ズ44」を含む

20
横浜音祭り２０１９
発達障がい支援ワークショップIN横浜
音と光の動物園

10/5 38

共同主催：東京藝術大学COI拠点/公益財団
法人ベネッセこども基金/NPO法人ADDS
共催：横浜アーツフェスティバル実行委員会
助成：文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・
音楽堂等機能強化推進事業）｜独立行政法
人日本芸術文化振興会 
beyond2020プログラム[認証c006000168]

21
横浜音祭り２０１９
オルガン・リサイタルシリーズ44
リオネル・アヴォ オルガン・リサイタル

10/19 675 共催：横浜アーツフェスティバル実行委員会
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22
横浜音祭り２０１９
セミヨン・ビシュコフ指揮
チェコ・フィルハーモニー管弦楽団

10/20 1,541
共催：横浜アーツフェスティバル実行委員会
beyond2020プログラム[認証c006000165］

23

横浜音祭り２０１９
村治佳織の世界
　①I～カウンターテナー藤木大地さんを迎えて～
　②II～クラシックギターのエンターテイメント～

①10/24
②10/26

661

共催：横浜アーツフェスティバル実行委員会
台風の影響により公演日変更　10/12→
10/24
beyond2020プログラム[認証c006000164］

24
「オランジュリー美術館コレクション　ルノワールとパリに恋した12人の画家たち」展によ
せて
横浜美術館で音楽会４

10/25 352

25
横浜音祭り２０１９
ミュージック・イン・ザ・ダーク

11/2 400 beyond2020プログラム[認証c006000170］

26

横浜音祭り２０１９
第37回横浜市招待国際ピアノ演奏会
　【関連事業】
　①「ピアニストたちと話してみよう！ きいてみよう！」(こども交流会) 
　②特別レクチャー
　　「脳と身体から見た最適なピアノ練習法」
　　「ロシア音楽をより良く知るために　～宗教音楽と民族音楽の要素を探る～」

11/4
①11/3　②11/4

508
共催：横浜アーツフェスティバル実行委員会
beyond2020プログラム[認証c006000169］

27

横浜音祭り２０１９
ビヨンド・ザ・ボーダー音楽祭2019
ＥＸＴＥＮＤＥＤ スペシャル・コンサート
～超える・交わる・聴こえてくる～

11/10 235

主催：ビヨンド・ザ・ボーダー音楽祭実行委員
会
共催：横浜アーツフェスティバル実行委員会
beyond2020プログラム[認証c006000167］

28 大佛次郎記念館サロンコンサート ～音楽で彩る、大佛次郎の花ごよみ～ 11/11 38
共同主催：大佛次郎記念館
共催：横浜アーツフェスティバル実行委員会
beyond2020プログラム[認証c006000264]

29 上原ひろみ JAPAN TOUR 2019 "SPECTRUM" 12/15 1,918 共同主催：J-WAVE

30
クリスマス　パイプオルガン・コンサート
～ パイプオルガンLucyの Best gift ☆ ～

12/23 1,780
共催　クイーンズスクエア横浜イベント実行委
員会2019
beyond2020プログラム[認証c006000171］

31
クラシック・ヨコハマ2018
　①全日本学生音楽コンクール
　②「生きる」

①11/28-12/4
②1/19

3,021
主催：クラシック・ヨコハマ推進委員会、毎日
新聞社、横浜市

32 横浜みなとみらいホール ジルヴェスターコンサート2019-2020 12/31 1,610 beyond2020プログラム[認証c006000172］

33
横浜みなとみらいホール2020オープニング・コンサート
ウィーン・ヨハン・シュトラウス管弦楽団 ウィンナワルツ・ニューイヤー・コンサート

1/3 1,840 主催：神奈川芸術協会

34
ベートーヴェン　ピアノ三重奏曲　全7曲演奏会
石田泰尚（Vn）門脇大樹（Vc）津田裕也（Pf）

1/13 704 beyond2020プログラム[認証c006000174］

35
デーモン閣下の邦楽維新Collaboration
「G線上の刺客 ～橋本治を詠み謳ふ～」

1/25、26 794 beyond2020プログラム[認証c006000173］

36
横浜みなとみらいホール×cheersbridal　
オルガン・1ドルコンサート　"Happy Wedding Day"

3/4 0 ※応募者なしのため、開催せず

37
Just Composed 2020 Spring in Yokohama 〜現代作曲家シリーズ〜　合唱の未来形
　【関連レクチャー】
　「白石美雪によるJust Composed 2020の楽しみ方」

3/21（中止）
【関連レクチャー】

3/14（中止）
0

【中止（新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため）］
共催：横浜アーツフェスティバル実行委員会
beyond2020プログラム[認証c006000175］

38
みなとみらいかもめSCHOOL
　①JAZZ Bar ＠ 横浜みなとみらいホール
　②JAZZ Bar ＠ 横浜みなとみらいホール

①5/24
　②10/11

86 主催：一般社団法人横浜みなとみらい21

39 近隣アウトリーチ　クイーンモールミュージシャン 3月 0
【中止（新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため）】

40
横浜音祭り２０１９
だれでもピアノ

10/6-10/20 390
共催：横浜アーツフェスティバル実行委員会
東京藝術大学COI拠点

41

オルガン1ドル・コンサート
　①第223回　山司恵莉子
　　【インターンシップ第17期修了記念演奏会】
　②第224回／夜も1ドルコンサート！　シルヴィウス・フォン・ケッセル
　③第225回 【横浜銀行Presents こども未来ミュージック・プログラム】 
　　みなとみらい遊音地　米山麻美（2回公演）
　④第226回 アマンダ・モール（1回目）、ベン・ブロアー（2回目）
　⑤第227回　長田真実　
　⑥第228回／夜も1ドルコンサート！　クリスチャン・レーン　
　⑦第229回　都築由理江
　⑧第230回　山口綾規

①5/30
②7/19
③8/9
④10/5
⑤11/20
⑥1/22
⑦2/19
⑧3/19（中止）

11,891

【⑧中止（新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため）］
③共催：横浜銀行

beyond2020プログラム[認証ｃ006000177]

42

みなとみらいクラシック・マチネ
　①ウェールズ弦楽四重奏団
　②辻彩奈（ヴァイオリン）、碓井俊樹（ピアノ） 
　③城宏憲（テノール）、城えりか（ソプラノ）他
　④金子三勇士、中野翔太（ピアノ）
　⑤北村朋幹（ピアノ）
　⑥東京六人組

①6/11
②7/1
③9/17
④11/28
⑤12/20
⑥3/13（中止）

5,225

【⑥中止（新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため）】

beyond2020プログラム[認証c006000176]

43

横浜みなとみらいホール　試聴ラウンジ
　①Ⅰ　永遠の貴公子　ショパン　江崎昌子(ピアノ)
　②Ⅱ　チェコ・フィル　ボヘミア・ホルンの名手の系譜　福川伸陽(ホルン)　北村造
　③Ⅲ　ドビュッシー「版画」から続く物語　實川風(ピアノ)
　④Ⅳ　ティンパニ　音色は作曲者とともに　篠崎史門(ティンパニ)
　⑤Ⅴ　オーケストラ　その多様な音色　桜田悟(ヴァイオリン)

①9/16
②10/6
③10/14
④2/1
⑤3/1（中止）

165
【⑤中止（新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため）】
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44 ホールオルガニストインターンシッププログラム 通年 2
助成：文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・
音楽堂等機能強化推進事業）｜独立行政法
人日本芸術文化振興会

45

神奈川フィルハーモニー管弦楽団　定期演奏会等
　①みなとみらいシリーズ 第348回～第357回
　②音楽とスポーツの幸せな関係　現代におけるオーケストラの魅力と創造の旅路～
　③横浜音祭り２０１９ ヨコハマ・ポップス・オーケストラ2019
　④神奈川フィルハーモニー管弦楽団　特別演奏会　第14回 フレッシュ・コンサート

①5/11、6/22、
7/13、8/23、
8/24、9/7、
11/16、12/6、
12/7、1/25、
2/8、3/6（中
止）、3/8（中止）
②8/31
③11/1
④1/9

19,193
【①3/6・3/8 中止（新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため）】

46

日本フィルハーモニー交響楽団　横浜定期演奏会等
　①横浜定期演奏会　第347回～第355回
　②第44回日本フィル夏休みコンサート2019
　③第九特別演奏会2019

①5/25、6/15、
7/6、9/28、
10/26、11/23、
12/14、1/11、
3/14（中止）
②7/26、8/3
③12/21

19,909
【3/14 中止（新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため）】

47
読売日本交響楽団　みなとみらいホリデー名曲シリーズ
第111回～第118回

5/26、6/23、
7/15、9/14、
10/14、11/17、
2/11、3/7（中
止）

11,868
【3/7 中止（新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため）】

48
新日本フィルハーモニー交響楽団　横浜みなとみらい特別演奏会
特別演奏会サファイア＜横浜みなとみらいシリーズ＞
第9回～第11回

5/12、9/8、
3/21（中止）

1,708
【3/21 中止（新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため）】

49

（貸館鑑賞公演支援）
みなとみらいアフタヌーンコンサート
　①エリック・ル・サージュ　ピアノ・リサイタル
　②徳永二男ヴァイオリン・コンサート
　③ヴァディム・ホロデンコ　ピアノ・リサイタル
　④佐藤しのぶソプラノ・リサイタル
　⑤石田泰尚　ヴァイオリン・リサイタル
　⑥フランツ・バルトロメイ　チェロ・リサイタル
　⑦ソフィア・ゾリステン＆リヤ・ペトロヴァ
　⑧ダニエル・ハリトーノフ　ピアノ・リサイタル
　⑨ジャン・チャクムル　ピアノ・リサイタル
　⑩清水和音 ピアノ・リサイタル

①5/9
②5/31
③6/13
④7/23
⑤9/2
⑥10/17
⑦11/8
⑧12/5
⑨1/31
⑩3/11（中止）

13,791

【⑩延期（新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため）】

主催：有限会社神奈川芸術協会

50

鑑賞公演支援（大ホール）
　①イル・ヴォーロ
　Notte Magica ～魅惑の夜～Concert 2019
　②華麗なるコンチェルト・シリーズ
　  （児玉麻里(ピアノ)＆児玉桃(ピアノ)、宮田大(チェロ)、堀米ゆず子(ヴァイオリン)
    田村響(ピアノ) 上野由恵(フルート/及川浩治(ピアノ))
　③三浦一馬 (バンドネオン)キンテート　熱狂のタンゴ
　④ウィーン少年合唱団　天使の歌声
　⑤アルフレッド・ハウゼ・タンゴ・オーケストラ　コンサート2019
　⑥ロシア国立交響楽団《シンフォニック・カペレ》チャイコフスキー三大交響曲　
　⑦第28回 よこはまマリンコンサート
　⑧前橋汀子のバッハ無伴奏 J.S.バッハ:無伴奏ソナタ＆パルティータ
　⑨千住真理子(Vn)＆横山幸雄(Pf)　デュオ・リサイタル 《クロイツェル》
　⑩アンサンブル・ウィーン＝ベルリン 協奏曲の響演
   　《究極のモーツァルト・コンチェルト》
　⑪ミュンヘン・バッハ管弦楽団
　⑫バッハ オルガンの宇宙～名曲選＆ゴルトベルク変奏曲～
　⑬ラファウ・ブレハッチ(Pf) ワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団　
　⑭マロのブラームス　篠崎史紀(Vn)＆入江一雄(Pｆ)デュオ･リサイタル
　⑮クリスマス・コンサート 聖夜のトランペット
　⑯サンクトペテルブルグ室内合奏団　クリスマス／アヴェ・マリア
　⑰クリスマス＆オペラ 東京交響楽団クリスマスコンサート2019
　⑱ウクライナ国立歌劇場管弦楽団　「第九」＆「白鳥の湖」
　⑲小山実稚恵(ピアノ)＆秋山和慶指揮 東京交響楽団 ニューイヤーコンサート2020
　⑳ウィンナー・ワルツ・オーケストラ New Year 2020 宮殿祝賀コンサート
　㉑初春バレエ祝賀コンサート キエフ・クラシック・コレクション
　㉒ニューイヤー・スペシャルコンサート2020　～ローマ・イタリア管弦楽団～　
　㉓ローマの休日 全編上映ライブコンサート ローマ・イタリア管弦楽団
　㉔朝岡聡のおしゃべり・クラシック 中丸三千繪　ソプラノ・リサイタル
　㉕ベートーヴェン生誕250年記念 巨匠たちのベートーヴェン
　㉖古川巌 ヴァイオリンの夜
　㉗阪田知樹　ピアノ・リサイタル
　㉘ミュンヘン交響楽団
　㉙佐藤美枝子(Sop)＆西村悟(Ten)デュオ・リサイタル

①5/13、5/17
②5/19、6/30、
7/27、9/16、
3/28（延期）
③5/24
④6/8
⑤6/11
⑥7/20
⑦7/21
⑧8/25
⑨8/29
⑩10/6
⑪10/8
⑫10/9
⑬11/4
⑭12/4
⑮12/11
⑯12/22
⑰12/25
⑱12/28
⑲1/4
⑳1/5
㉑1/7
㉒1/8
㉓1/26
㉔2/21
㉕2/24
㉖2/27（中止）
㉗3/1（中止）
㉘3/15（中止）
㉙3/20

38,232

【㉖2/27、㉗3/1、➁3/28延期、㉘3/15中止
（新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め）】

主催：
①⑤株式会社テイト・コーポレーション
②-⑭、⑳-㉖、㉘㉙有限会社神奈川芸術協
会
⑮⑯⑱株式会社光藍社
⑰⑲東京交響楽団
㉗株式会社ジャパン・アーツ

51

貸館鑑賞公演支援（小ホール）
　①ジョン・健・ヌッツォ　リサイタルツアー2019
　②横浜バロック室内合奏団
　③山手プロムナードコンサート第40回
　④横浜音祭り２０１９　ヴィルトゥオーゾ横浜第19回演奏会
　⑤小笠原伸子バッハ無伴奏ヴァイオリン全6曲演奏会
　⑥秋のランチタイムコンサート / 第44回 ハマのJACK定期演奏会
　⑦第198回 毎日ゾリステン カルテット・アマービレリサイタル
　⑧横浜音楽文化協会第32回ヨコハマ・ワーグナー祭

①5/16
②5/24、7/12、
10/25、2/28
③10/5
④9/15
⑤9/20
⑥10/28
⑦11/29
⑧1/10

2,667

主催：
①有限会社神奈川芸術協会
②⑤横浜バロック室内合奏団
③オフィスアルシュ
④有限会社プランニングオフィスネイチャ
⑥NPO法人ハマのJACK
⑦毎日新聞社
⑧ヨコハマ・ワーグナー祭実行委員会、横浜
音楽文化協会

52
若手演奏家育成＝各種コンクール支援
かながわ音楽コンクール／ピティナ・ピアノコンペティション／カワイ音楽コンクール／ヤ
マハジュニア専門コース ソロコンサート　ほか

通年 3,023 主催：各コンクール主催者
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②芸術文化活動の支援、協働及び創造性を育む機会の提供（定款第4条第1項第2号）

No. 事業名  開催期間 参加者・入場者（人） 備考

53 第11回 国際シニア合唱祭 ゴールデンウェーブ in 横浜 5/20-22 4,140 共同主催：NPO法人ゴールデンウェーブ

54

みなとみらい Super Big Band
　①コンサート
　②バンド運営
　③金沢遠征（KANAZAWA JAZZ STREET）

①7/21、8/12、
10/13（中止）、
10/27、12/14、
12/17、2/9、
3/19（中止）
②通年
③9/14-15

48

【①10/13及び3/19中止（10月台風19号の影
響及び、3月新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため）］
助成：文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・
音楽堂等機能強化推進事業）｜独立行政法
人日本芸術文化振興会 
①beyond2020プログラム[認証c006000232]
※参加者数はメンバー数

55 ヤングアメリカンズ・ショー 2019夏 in 横浜 8/20-22 1,239
共同主催：NPO法人じぶん未来クラブ
beyond2020プログラム[認証C0060000179]

56 横濱JAZZ PROMENADE 2019 10/13（中止） 0

【中止（台風19号の影響）］
主催：横濱 JAZZ PROMENADE 実行委員会
共催：横浜市文化観光局
助成：芸術文化振興基金助成事業

57 第21回全日本高等学校吹奏楽大会 in 横浜 11/9、10 6,071 主催：日本高等学校吹奏楽連盟

58
横浜音祭り２０１９
わくわくブラス！at横浜音祭り２０１９

9/22 934
共催：横浜アーツフェスティバル実行委員会
beyond2020プログラム[認証ｃ006000160]

59
横浜音祭り２０１９
わくわくJAZZ♪

10/27 1,179

共催：横浜アーツフェスティバル実行委員会
助成：文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・
音楽堂等機能強化推進事業）｜独立行政法
人日本芸術文化振興会
beyond2020プログラム[認証ｃ006000166]

60 第40回ヨコハマ・コーラルフェスト 2/21-23 2,193
主催：ヨコハマ・コーラルフェスト実行委員会
beyond2020プログラム[認証ｃ006000178]

61 ヤマハ・リトルミュージシャンコンサート 3/24-27（中止） 0
【中止（新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため）］

62

横浜市芸術文化教育プラットフォーム 学校プログラム
 ①東山田小学校
 ②芹が谷小学校　
 ③小菅ヶ谷小学校
 ④新吉田第二小学校

①12/11～13
②1/8、1/9、
1/22
③1/17、1/20、
1/21
④3/3（中止）

768

【④中止（新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため）】
主催：横浜市芸術文化教育プラットフォーム
助成：文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・
音楽堂等機能強化推進事業）｜独立行政法
人日本芸術文化振興会

③芸術文化活動拠点の開発及び運営（定款第4条第1項第4号）

No. 事業名  開催期間 参加者・入場者（人） 備考

63 避難訓練コンサート 9/4 424
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■横浜能楽堂

①芸術文化の創造及び発信（定款第4条第1項第1号）

No. 事業名 実施時期 参加者・入場者（人） 備考

1
普及公演「横浜狂言堂」 全12回
　※7/14は「こども狂言堂」

4/14、5/12、
6/9、7/14、
8/11、9/8、
10/13（中止）、
11/10、12/8、
1/12、2/9、3/8
（中止）

4,314

【10/13中止（台風19号の影響）】
【3/8中止（新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため）】
助成(7/14公演）：文化庁文化芸術振興費補
助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）｜
独立行政法人日本芸術文化振興会
beyond2020プログラム[認証c006000196]

2

企画公演「東次郎 家伝十二番」
　4/20 「翁」、「三社風流」
　5/25 狂言「抜殻」、狂言「花盗人」
　6/22 狂言「楽阿弥」、狂言「花子」
　7/27 狂言「寝音曲」、能「船弁慶　重前後之替・船中之語・名所教」
　8/18 狂言「朝比奈」、狂言「布施無経」
　9/22 狂言「法師が母」、狂言「月見座頭」
　10/26 狂言「鍋八撥」、狂言「東西迷」
　11/30 狂言「三本の柱」、狂言「八尾」
　12/14 狂言「木六駄」、狂言「米市」
　1/13 狂言「麻生」、狂言「庵梅」
　2/8 狂言「粟田口」、狂言「節分」
　3/1 狂言「鱸包丁」、狂言「若菜」

4/20、5/25、
6/22、7/27、
8/18、9/22、
10/26、11/30、
12/14、1/13、
2/8、3/1（中止）

4,668

【3/1中止（新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため）】

助成：文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・
音楽堂等機能強化推進事業）｜独立行政法
人日本芸術文化振興会
beyond2020プログラム[認証c006000115]

3 企画公演「史上空前の狂言会―30人超VSたった１人」 4/27 477

助成：文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・
音楽堂等機能強化推進事業）｜独立行政法
人日本芸術文化振興会 
beyond2020プログラム[認証c006000195]

4
特別企画公演「大典　奉祝の芸能」
　【関連企画】
　ジャパン・ソサエティー公演（ニューヨーク）

6/2、7/20
【関連企画】
11/14-16

1,592

（日本公演）
助成：文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・
音楽堂等機能強化推進事業）｜独立行政法
人日本芸術文化振興会 
beyond2020プログラム[認証C006000197]日
本公演のみ・880人

5 特別講座「先生のための狂言講座」 7/14 113

助成：文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・
音楽堂等機能強化推進事業）｜独立行政法
人日本芸術文化振興会 
beyond2020プログラム[認証c006000203]

6 特別公演－蝋燭能－ 10/14 455

助成：文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・
音楽堂等機能強化推進事業）｜独立行政法
人日本芸術文化振興会
beyond2020プログラム[認証c006000198]

7
「NIGHT SYNC YOKOHAMA」
スペシャルパフォーマンス
仕舞（「羽衣」、「熊坂」）

11/2、10 -
主催：クリエイティブ・ライト・ヨコハマ実行委員
会
企画制作：横浜能楽堂

8 普及公演「眠くならずに楽しめる能の名曲」 12/22 418

助成：文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・
音楽堂等機能強化推進事業）｜独立行政法
人日本芸術文化振興会 
beyond2020プログラム[認証c006000199]

9 横浜能楽堂・神奈川県立歴史博物館連提携企画公演「井伊直弼の作った能と狂言」 2/29（中止） 0

【中止（新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため）】
助成：文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・
音楽堂等機能強化推進事業）｜独立行政法
人日本芸術文化振興会 
beyond2020プログラム[認証C006000200]

10

普及公演「バリアフリー能」
　【関連事業】バリアフリー施設見学会
　①聴覚障がい者向け
　②知的障がい者向け
　③視覚障がい者向け

3/20（中止）
【関連事業】
①②2/15
③2/22

22

【3/20は中止（新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため）】
助成：文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・
音楽堂等機能強化推進事業）｜独立行政法
人日本芸術文化振興会 
beyond2020プログラム[認証c006000201]

11 特別展「山本東次郎家の装束展」 12/8-2/9 4,533 beyond2020プログラム[認証c006000260]

12 常設展
4/1-12/1
2/10-3/31

-

②芸術文化活動の支援、協働及び創造性を育む機会の提供（定款第4条第1項第2号）

No. 事業名 実施時期 参加者・入場者（人） 備考

13 第67回横浜能 6/29 453

共同主催：横浜能楽連盟
助成：文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・
音楽堂等機能強化推進事業）｜独立行政法
人日本芸術文化振興会 
beyond2020プログラム[認証c006000204]
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14 こども狂言ワークショップ～入門編～ 7/14、7/29-31 28

助成：文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・
音楽堂等機能強化推進事業）｜独立行政法
人日本芸術文化振興会 
beyond2020プログラム[認証c006000202]

15 こども狂言ワークショップ～卒業編～

1/14・22・30、
2/5・13・25、
3/3・10・16・18
（中止）

9

【3/3～3/18中止（新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため）】
助成：文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・
音楽堂等機能強化推進事業）｜独立行政法
人日本芸術文化振興会 
beyond2020プログラム[認証c006000262]

16

初めての能楽教室
　①初めての謡 仕舞教室
　②初めての能管教室
　③初めての太鼓教室
　④３教室合同発表会

①5/9・21・30、
6/17・27、7/11・17 
・23、8/6・7
②4/10・23、5/14・
29、6/11・24、7/3・
16 ・31、8/7
③5/30、6/5・13、
7/5・18・25・31、
8/2・6・8
④8/10

45 beyond2020プログラム[認証c006000205]

17

伝統文化　一日体験オープンデー
　①仕舞鑑賞
　②箏曲体験
　③小鼓体験
　④舞台とバックヤードツアー
　⑤けん玉・ベーゴマ・わらべうたと遊ぼう！
　⑥和紙で作る風船ランプシェード
　⑦一閑張りで作る渋うちわ
　⑧特別企画「フィリポスさんが案内する横浜能楽堂本舞台」

8/16 585

助成：文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・
音楽堂等機能強化推進事業）｜独立行政法
人日本芸術文化振興会
beyond2020プログラム[認証c006000244]

18 横浜・紅葉ケ丘五館連携事業「紅葉ケ丘まいらん-秋の特別企画-」 10/10-14 121

共同主催：神奈川県立音楽堂、神奈川県立
青少年センター、神奈川県立図書館、横浜市
民ギャラリー
beyond2020プログラム[認証c006000245]

19 芸術監督が案内する横浜能楽堂見学と能楽のイロハ 11/3 70

助成：文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・
音楽堂等機能強化推進事業）｜独立行政法
人日本芸術文化振興会
beyond2020プログラム[認証c006000244]

20 第36回横浜かもんやま能 11/24 468
主催：ふるさと西区推進委員会、西区役所、
横浜能楽堂

21 能楽師が案内する　横浜能楽堂見学と能楽ワークショップ 　1/17、2/1 130

助成：文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・
音楽堂等機能強化推進事業）｜独立行政法
人日本芸術文化振興会
beyond2020プログラム[認証c006000244]

22 横浜こども狂言会 3/22（中止） 0

【中止（新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため）】
助成：文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・
音楽堂等機能強化推進事業）｜独立行政法
人日本芸術文化振興会
beyond2020プログラム[認証c006000261]

23

横浜市芸術文化教育プラットフォーム 学校プログラム
　①義務教育学校西金沢学園（狂言）
　②東品濃小学校（狂言）
　③南本宿小学校（狂言）
　④石川小学校（狂言）
　⑤本牧南小学校（和太鼓）

①11/28
②11/5
③12/2
④11/6
⑤12/10・11・13

420

主催：横浜市芸術文化教育プラットフォーム
助成：文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・
音楽堂等機能強化推進事業）｜独立行政法
人日本芸術文化振興会

24
野毛まちなかキャンパス
　「横浜能楽堂探訪～140 年余りの歴史を持つ関東最古の能舞台～」

11/25 35
主催：野毛地区振興事業協同組合、野毛地
区街づくり会、横浜商科大学

25

横浜能楽堂プロモーション事業
　①浴衣ワークショップ＆狂言鑑賞会
　②ミニ箒作り体験と横浜能楽堂見学
　③おとな狂言ワークショップ
　④一閑張り作り体験と横浜能楽堂見学

①8/11
②12/17
③2/7、2/14、
2/21
④2/21（午後の
会中止）

150

【④2/21午後の会中止（新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため）】
助成：文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・
音楽堂等機能強化推進事業）｜独立行政法
人日本芸術文化振興会
beyond2020プログラム[認証c006000244]
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■横浜にぎわい座

①芸術文化の創造及び発信（定款第4条第1項第1号）

No. 事業名  開催日期間 参加者・入場者（人） 備考

1
横浜にぎわい寄席
　【特別企画】①春のこども寄席　②夏のこども寄席

毎月1日～7日
①4/7 ②8/4

10,909
【3/1～7中止（新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため）】
beyond2020プログラム[認証c006000140]

2

名作落語の夕べ
第百九十九回～
　①非日常体験～旅、空中飛行、地獄風景、夢
　②廓四景～夢中になって、だまし、だまされ、純愛も
　③落語界の人気者～与太郎、八五郎、権助、喜瀬川
　④怪談と夏の噺特集
　⑤三遊亭圓朝作品特集
　⑥長講の会　たっぷり二席
　⑦二十席の中からお好みリクエスト特集
　⑧唄う噺特集
　⑨四季の落語　落語で巡る春夏秋冬
　⑩庶民の楽しみ～食と娯楽、趣味
　⑪古典となった創作落語集
　⑫落語で職業体験

①4/6
②5/4
③6/1
④7/6
⑤8/3
⑥9/7
⑦10/5
⑧11/2
⑨12/7
⑩1/11
⑪2/1
⑫3/7（中止）

2,451

 【⑫中止（新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため）】

beyond2020プログラム[認証c006000141]

3

企画公演（演芸バラエティ）四月興行
　①第六十二回　三遊亭円楽独演会
　②第二回　立川志の八落語会　しのはちの巣ぺしゃる
　③柳家三三独演会　横浜三三づくし
　④第二十一回　柳家さん喬独演会
　⑤立川生志落語会　ひとりブタじゃん
　⑥第三十二回　白酒ばなし
　⑦林家たい平独演会vol.92「天下たい平」
　⑧風間杜夫の落語会

①4/8
②4/9
③4/10
④4/11
⑤4/12
⑥4/13
⑦4/14
⑧4/15

2,562 beyond2020プログラム[認証c006000142]

4

企画公演（演芸バラエティ）五月興行
　①立川志らく　第二十一回「新・志らく百席」
　②五街道雲助一門会
　③第六十三回　三遊亭円楽独演会
　④林家正蔵独演会
　⑤横浜にぎわい座 第六十一回　上方落語会
　　～祝　新元号　明治・大正・昭和・平成・○○
　　　五席の落語で各時代を描きます
　⑥神田蘭独り語り　レビュー講談vol.2
　⑦コント山口君と竹田君　デビュー35周年記念演芸会
　⑧第十六回　新風落語会

①5/8
②5/9
③5/10
④5/11
⑤5/12
⑥5/13
⑦5/14
⑧5/15

2,089 beyond2020プログラム[認証c006000143]

5

企画公演（演芸バラエティ）六月興行
　①柳家三三独演会　横浜三三づくし
　②第六十四回　三遊亭円楽独演会
　③林家たい平独演会vol.93「天下たい平」
　④日本演芸家連合まつり
　⑤第十七回　桂歌助独演会
　⑥第二十六回　古今亭文菊独演会
　⑦立川生志落語会　ひとりブタじゃん
　⑧祝！第三十回　三遊亭兼好　横浜ひとり会
　⑨にぎわい座 志ん輔三昧

①6/4
②6/8
③6/9
④6/10
⑤6/11
⑥6/12
⑦6/13
⑧6/14
⑨6/15

2,617 beyond2020プログラム[認証c006000144]

6

企画公演（演芸バラエティ）七月興行
　①立川談春独演会
　②第六十五回　三遊亭円楽独演会
　③立川志らく　第二十二回「新・志らく百席」
　④柳家小三治独演会
　⑤高橋キヨ子　民謡のこころ
　⑥第三回　白鳥彦いちの新作ハイカラ通り～　Cブロック予
選大会
　⑦柳家権太楼独演会
　⑧第八回　南光・南天ふたり会
　⑨第七回　小満ん・正蔵二人会

①7/5
②7/8
③7/9
④7/10
⑤7/11
⑥7/12
⑦7/13
⑧7/14
⑨7/15

2,772 beyond2020プログラム[認証c006000145]

7

企画公演（演芸バラエティ）八月興行
　①立川生志落語会　ひとりブタじゃん
　②志の輔noにぎわい
　③林家たい平独演会vol.94「天下たい平」
　④横浜にぎわい座　第六十二回　上方落語会
　⑤にぎわい座 志ん輔三昧
　⑥なつやすみ爆笑競演！
　⑦第九回　東京四派精鋭そろい踏みの会
　⑧柳家三三独演会 横浜三三づくし
　⑨第三十四回　柳亭市馬独演会
　⑩立川談春独演会

①8/2
②8/8～10
③8/10
④8/11
⑤8/12
⑥8/13
⑦8/14
⑧8/14
⑨8/15
⑩8/17

4,499 beyond2020プログラム[認証c006000146]
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8

企画公演（演芸バラエティ）九月興行
　①桂米團治独演会
　②第三回　立川志の八落語会　しのはちの巣ぺしゃる
　③第六十六回　三遊亭円楽独演会
　④神田松鯉一門会
　⑤立川志らく 第二十三回「新・志らく百席」
　⑥こはるぴっかり☆未来の二人
　⑦爆笑演芸会
　⑧柳家権太楼親子会
　⑨第七回　二人三客の会
　⑩立川談春独演会

①9/6
②9/8
③9/9
④9/10
⑤9/11
⑥9/12
⑦9/13
⑧9/14
⑨9/15
⑩9/24

3,178 beyond2020プログラム[認証c006000147]

9

企画公演（演芸バラエティ）十月興行
　①第二回　桂雀々独演会
　②柳家三三独演会　横浜三三づくし
　③第六十七回　三遊亭円楽独演会
　④林家たい平独演会vol.95「天下たい平」
　⑤立川生志落語会　ひとりブタじゃん
　⑥五街道雲助独演会
　⑦笑福亭福笑独演会　十二年目！
　⑧第二十七回　よこはま文菊開花亭（12/28へ振替）
　⑨にぎわい座　志ん輔三昧
　⑩祝！第三十回　にぎわい倶楽部　西のかい枝　東の兼好
　⑪立川談春独演会

①10/6
②10/8
③10/9
④10/9
⑤10/10
⑥10/11
⑦10/12（延期）
⑧10/13（延期）
⑨10/14
⑩10/15
⑪10/25

2,397

【⑦2020/5/24へ、⑧12/28へ延期（台風19号
の影響）】

beyond2020プログラム[認証c006000148]

10

企画公演（演芸バラエティ）十一月興行
　①立川志らく 第二十四回「新・志らく百席」
　②横浜にぎわい座 第六十三回 上方落語会
　③さこみちよとその仲間達　その15
　④第十二回　林家正蔵一門会
　⑤爆笑演芸会
　⑥第六十八回　三遊亭円楽独演会
　⑦第二十二回　柳家さん喬独演会
　⑧第十八回　桂歌助独演会
　⑨立川談春独演会

①11/8
②11/9
③11/10
④11/11
⑤11/12
⑥11/13
⑦11/14
⑧11/15
⑨11/19

2,771 beyond2020プログラム[認証c006000149]

11

企画公演（演芸バラエティ）十二月興行
　①風間杜夫の落語会
　②林家たい平独演会vol.96「天下たい平」
　③柳家三三独演会　横浜三三づくし
　④第三十三回　白酒ばなし
　⑤立川生志落語会　ひとりブタじゃん
　⑥立川談春独演会
　⑦第六十九回　三遊亭円楽独演会
　⑧柳家権太楼独演会
　⑨年末年始　志ん輔三昧　年末の会
　⑩第二十七回よこはま文菊開花亭（10/13の振替）
　⑪大晦日特別興行「2019クライマックス寄席」
　⑫大晦日特別興行「2019→2020　新年カウントダウン寄席」

①12/6
②12/8
③12/9
④12/10
⑤12/11
⑥12/12
⑦12/13
⑧12/14
⑨12/15
⑩12/28
⑪12/31
⑫12/31

4,010 beyond2020プログラム[認証c006000150]

12

企画公演（演芸バラエティ）正月興行
　①新春特選演芸会①
　②新春特選演芸会②
　③新春特選演芸会③
　④新春特選　ニッポンの芸！
　⑤立川志らく　第二十五回「新・志らく百席」
　⑥よこはま宮治展
　⑦第三十五回　柳亭市馬独演会
　⑧年末年始　志ん輔三昧　年始の会
　⑨第三十一回　三遊亭兼好　横浜ひとり会
　⑩笑福亭鶴光一門会
　⑪第十三回　コラアゲンはいごうまん
　　・春風亭一之輔 二人会　新春特別編
　⑫第四回　立川志の八落語会　しのはちの巣ぺしゃる

①1/1
②1/2
③1/3
④1/4
⑤1/8
⑥1/9
⑦1/10
⑧1/11
⑨1/12
⑩1/13
⑪1/14
⑫1/15

3,322 beyond2020プログラム[認証c006000151]

13

企画公演（演芸バラエティ）二月興行
　①林家二楽・春風亭一之輔二人会
　②横浜にぎわい座　第六十四回　上方落語会
　③林家たい平独演会vol.97「天下たい平」
　④柳家三三独演会　横浜三三づくし
　⑤立川生志落語会　ひとりブタじゃん
　⑥第二十八回よこはま文菊開花亭
　⑦狂言と落語の会「酒を楽しむ」
　⑧第七十回　三遊亭円楽独演会
　⑨第三十一回　にぎわい倶楽部　西のかい枝　東の兼好

①2/4
②2/8
③2/9
④2/10
⑤2/11
⑥2/12
⑦2/13
⑧2/14
⑨2/15

2,713 beyond2020プログラム[認証c006000152]

14

企画公演（演芸バラエティ）三月興行
　①柳家三三独演会　横浜三三づくし
　②五街道雲助独演会
　③第七十一回　三遊亭円楽独演会
　④第十回　米紫・吉弥ふたり会
　⑤立川志らく 第二十六回「新・志らく百席」
　⑥お笑いぱっちり倶楽部寄席
　⑦第四回　白鳥　彦いちの新作ハイカラ通り～決勝大会
　⑧柳家権太楼独演会
　⑨喬の字改メ五代目柳家小志ん真打昇進襲名披露公演
　⑩桜木町駅裏旅館騒動記その8

①3/3（延期）
②3/8（延期）
③3/9（延期）
④3/10（延期）
⑤3/11（延期）
⑥3/12（延期）
⑦3/13（延期）
⑧3/14（延期）
⑨3/14（延期）
⑩3/15（延期）

0

【①～⑩延期（新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため）】

beyond2020プログラム[認証c006000153]

22



15

企画公演（のげシャーレ公演）
　①ダメじゃん小出の黒く塗れ！Vol.38
　　横濱テーマに本気～トーク 【昼の部】【夜の部】 
　②第十二回　コラアゲンはいごうまん
　　・春風亭一之輔 二人会
　③だるま食堂単独コントライブ「コントのコ」
　④タブレット純と岡大介 ごきげん歌謡ショー
　⑤コラアゲンはいごうまん独演会「コラりぼっち」
　⑥ダメじゃん小出の黒く塗れ！Vol.39【昼の部】【夜の部】 
　⑦古今亭駒治・ダメじゃん小出の「ただの鉄道好き」
　⑧だるま食堂単独コントライブ
　だるまの毛inのげシャーレ その17本目
　⑨ダメじゃん小出の黒く塗れ！Vol.40
　⑩第二回　岡大介のカンカラはやり歌

①5/25
②6/17
③7/19～21
④8/25
⑤8/29
⑥9/28
⑦11/23
⑧12/20～22
⑨1/25
⑩3/21（延期）

1,782

 【⑩延期（新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため）】

beyond2020プログラム[認証c006000154]

16

登竜門シリーズ in のげシャーレ（若手育成公演）
　①第五回　国本はる乃勉強会
　②第9回　若手漫才大行進
　③第四回　ハマコタ　入船亭小辰ひとり会
　④宝井琴柑　神奈川をよむ
　⑤春風亭ぴっかり☆落語会「ぴっかり☆生誕祭！」
　⑥一龍斎貞鏡勉強会
　⑦国本はる乃・真山隼人二人会
　⑧第四回　粋歌ヨコハマサロン
　⑨こはるの夏休み～立川こはる落語会～
　⑩第七回　魅せる！はなしか三人衆
　⑪よこはま宮治展
　⑫第五回　東西交流落語会
　⑬第四回　東家一太郎　うたって語って桜木町
　⑭第二回　わん丈ベイサイド　三遊亭わん丈勉強会
　⑮第六回　国本はる乃勉強会 
　⑯第10回　若手漫才大行進
　⑰第三回　正太郎百貨店　よこはま店
　⑱春風亭ぴっかり☆落語会「ぴっかり☆秋穫祭！」
　⑲琴柑改メ五代目宝井琴鶴真打昇進襲名披露公演
　⑳第二回　国本はる乃・真山隼人二人会
　㉑第五回　粋歌ヨコハマサロン
　㉒第二回　一龍斎貞鏡勉強会
　㉓第八回　魅せる！はなしか三人衆
　㉔第三回　わん丈ベイサイド　三遊亭わん丈勉強会
　㉕第五回　東家一太郎　うたって語って桜木町

①4/27
②4/28
③4/29
④5/18
⑤5/19
⑥6/16
⑦6/22
⑧6/29
⑨7/25
⑩8/24
⑪8/26
⑫8/27
⑬9/21
⑭9/26
⑮10/26
⑯10/27
⑰10/30
⑱11/17
⑲11/30
⑳1/18
㉑1/19
㉒1/26
㉓2/23（延期）
㉔3/23（延期）
㉕3/29（延期）

2,403

【㉓～㉕延期（新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため）】

beyond2020プログラム[認証c006000155]

17

横浜ダンスコレクション2019　のげシャーレ公演
　①ダンスコネクション
　マリオ・ベルムデス・ヒール『DUET ALANDA』（日本初演）
　大森瑶子『甘いの、ゾルミ』（世界初演）
　②コンペティションⅡ新人振付家部門
　③受賞者公演 黒須育海『けむりでできたぞう』
　④ダンスクロス ジュゼッペ・キコ&バルバラ・マティアヴィッチ
　『FORECASTING』｜田村興一郎 『MUTT』

①2/1、2
②2/6、7
③2/10、11
④2/14-16

767
主催：横浜赤レンガ倉庫1号館

beyond2020プログラム[認証C006000222]

②芸術文化活動の支援、協働及び創造性を育む機会の提供（定款第4条第1項第2号）

No. 事業名  開催日期間 参加者・入場者（人） 備考

18
寄席文化体験講座
　①動物ものまね講座
　②寄席文字体験講座

①9/29　②8/12（2回） 51

19 落語のトビラ 11/23 59 beyond2020プログラム[認証c006000256]

20 寄席体験プログラム
6/4-6/7

10/2-10/4
1,586

21 バックステージツアー
8/4、9/2、11/1、6、7、12、

12/7、2/9
336

22
教育機関連携事業
はまっこ未来カンパニープロジェクト

12/9、16 60
教育委員会「はまっこ未来カンパニープロ
ジェクト」

23
街のにぎわいづくりへの寄与　野毛の飲食、物販との連携プ
ロモーション

通年 -

24

街のにぎわいづくりへの寄与
みなとみらいかもめSCHOOL
　①「横浜にぎわい座」の落語会に行こう！
     落語の楽しみ方、お教えします！

①4/4・9 24 主催：一般社団法人横浜みなとみらい21

25 街のにぎわいづくりのための地域との共催事業

①9/7、8
②9/14
③9/16
④10/21、12/2、1/6、
20
⑤10/26

885
主催：野毛地区振興事業協同組合、野毛地
区街づくり会

26 大衆芸能普及活動　貸切公演、修学旅行など

①5/24
②10/25
③11/28
④1/8

882

23



27

横浜市芸術文化教育プラットフォーム　学校プログラム
　①山内小学校
　②新羽中学校
　③小机小学校

①9/27
②10/29
③11/15

318 主催：横浜市芸術文化教育プラットフォーム

28

野毛まちなかキャンパス
　横浜にぎわい座寄席講座
　①横浜にぎわい座を知る！
　②野毛の町の演芸場

①12/2
②1/6

73
主催：野毛地区振興事業協同組合/野毛地
区街づくり会/横浜商科大学

29

アウトリーチ事業
　①にしよこ寄席
　②本郷ふじやま公園「にぎわい座出前寄席」
　③銭湯寄席
  ④宮崎地域ケアプラザ

①8/31、2/29
②5/19
③7/4、10/17
④4/10

201

主催：
①地域活動ホームガッツ・びーと西
②本郷ふじやま公園
③中区
④横浜市宮崎地域ケアプラザ

30

企画展、特別展
　①森直実写真展「大道芸人伝」
     ／「いにしえの伊勢佐木町」展
　②企画展 開港160周年記念 森直実「横濱百景写真展」
　　 ／「春のこども寄席」こどもの絵展
　③企画展 中嶋修・にぎわい座を描く2019
    「横浜にぎわい座、春秋」
　④企画展　寄席文字展
　⑤「夏のこども寄席」こどもの絵展示
　⑥電子大福帳紹介展示
　⑦ただの鉄道好き展
　⑧にぎわい座手ぬぐい展・さよなら亥年展・干支の絵展
　⑨歌丸賞受賞記念 土屋伸之（ナイツ）個展
  ⑩お笑いぱっちり倶楽部写真展

①4/6～4/28
②5/1～6/30
③7/1～7/31
④8/1～9/15
⑤9/16～10/31
⑥10/1～10/31
⑦11/8～12/15
⑧12/20～1/31
⑨2/2-2/28
⑩3/1-3/31（中止）

-
【⑩中止（新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため）】

31 市民サポーター協働　ほか 通年 -

32 催事開催に関する相談対応、コーディネート業務 通年 -

③芸術文化資源の収集、保存及び活用（定款第4条第1項第5号）

No. 事業名  開催日期間 参加者・入場者（人） 備考

33 電子大福帳（公演情報のアーカイブ） 通年 －

24



■横浜赤レンガ倉庫1号館

①芸術文化の創造及び発信（定款第4条第1項第1号）

No. 事業名 実施時期 参加者・入場者（人） 備考

1 「Being at home with Claude クロードと一緒に」 4/13-28 2,790 主催：Zu々

2
スヌーピー×おもしろサイエンスアート展
「スヌーピー・ファンタレーション」横浜展

4/18-5/12 16,455
主催 スヌーピー・ファンタレーション制作委員
会

3 五大路子ひとり芝居『横浜ローザ』赤い靴の娼婦の伝説 5/31-6/4 1,434 主催：一般社団法人横浜夢座

4 工藤ノリコ絵本作家20周年記念 ノラネコぐんだん展 7/20-8/12 13,831
主催：ノラネコぐんだん展実行委員会／白泉
社

5 「猫のダヤン35周年 ダヤンと不思議な劇場 池田あきこ原画展 8/15-9/1 2,692 主催：池田あきこ原画展実行委員会

6
横浜音祭り2019
スコティッシュ・アンサンブル＆アンナ・メレディス「ANNO」

9/16 362
共同主催：横浜アーツフェスティバル実行委
員会

7 岡部文明2019展－「ラグビー精神」で、愛と平和の象徴を描く- 9/13-11/3 8,544
主催：岡部文明展2019実行委員会
共催：神奈川県、横浜市

8
ROLLY 『Global ROLLY Groovy 2019』
～ローリーの音楽交差点～

9/21-23 905

共同主催：株式会社ソニー・ミュージックアー
ティスツ
共催：横浜アーツフェスティバル実行委員会
beyond2020プログラム[認証C006000249]

9 きゅうかくうしお「素晴らしい偶然をちらして」 11/22-12/1 2,242
共同主催：きゅうかくうしお
beyond2020プログラム[認証C006000220]

10
アートリンク in 横浜赤レンガ倉庫
　【関連イベント】
　①荒川静香スケート教室

11/30-2/16
①1/4

85,327

主催：横浜赤レンガ倉庫（公益財団法人横浜
市芸術文化振興財団・株式会社横浜赤レン
ガ）
beyond2020プログラム[認証C006000221]

11 第19回福知山市 佐藤太清賞公募美術展 1/24-27 544
主催：京都府福知山市、福知山市佐藤太清
記念美術館

12 Bellows Lovers Night vol.18 1/25 255 主催：株式会社フェブレ

13

横浜ダンスコレクション2020　Cross/Real/Identity
　①国際共同制作 スー・ヒーリー『ON VIEW : Panorama』（世界初演）
　②展覧会スー・ヒーリー ビデオ インスタレーション
　「ON VIEW」 ダンス・アーティストのポートレート
　③ダンスコネクション マリオ・ベルムデス・ヒール『DUET ALANDA』（日本初演）
　　／大森瑤子『甘いの、ゾルミ』（世界初演）
　④ワークショップ＆パフォーマンス　「ダンス保育園！！」
　⑤チャレンジ・オブ・ザ・シルバー 
　⑥コンペティションII 新人振付家部門
　⑦コンペティションI
　⑧受賞者公演 黒須育海 『けむりでできたぞう』（世界初演）
　⑨ダンスクロス ジュゼッペ・キコ＆バルバラ・マティアヴィッチ
     『FORECASTING』（日本初演） ／ 田村興一郎『MUTT』
　⑩屋外パフォーマンス「青空ダンス」

1/31-2/16
①1/31-2/2
②1/31-2/16
③2/1-2
④2/1
⑤2/2
⑥2/6、7
⑦2/8、9
⑧2/10、11
⑨2/14-16
⑩2/8、9

16,464

共催：在日フランス大使館／アンスティチュ・
フランセ日本、横浜にぎわい座、象の鼻テラ
ス
助成：文化庁文化芸術振興費補助金（国際
芸術交流支援事業）｜独立行政法人日本芸
術文化振興会、駐日スペイン大使館

beyond2020プログラム[認証C006000222]

14

卒業制作展支援事業
　①玉川大学芸術学部2019年度卒業プロジェクト展
　②女子美術大学ヴィジュアルデザイン専攻卒業制作有志展
　③2019年度横浜美術大学卒業制作受賞作品展

　①2/21-2/24
　②2/28-3/1
③3/5-3/10（中止）

6,838
【②2/29から中止、③中止（新型コロナウイル
ス感染症拡大防止のため）】

15
近藤良平（コンドルズ）×永積 崇（ハナレグミ）
『great journey 4th』

3/19-3/22（延期） 0
【延期（新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため）】
beyond2020プログラム[認証c006000267]

16 稽古場サポートプログラム
5/2、5/9、6/6、

9/10、9/13、9/25、
9/26、10/22

16

②芸術文化活動の支援、協働及び創造性を育む機会の提供（定款第4条第1項第2号）

No. 事業名 実施時期 参加者・入場者（人） 備考

17 『赤レンガ Dance Art 2019』 6/8 360 主催：公益社団法人神奈川県芸術舞踊協会

18 ＃カンパイ展2019－Wish You Good Luck !－ 6/24-9/1 67,770 主催：キリンホールディングス株式会社

25



19
横浜市芸術文化教育プラットフォーム 学校プログラム
　①駒林小学校（ダンス）
　②二つ橋高等特別支援学校（ダンス）

①7/16、17
②11/29、
12/13、1/24

144 主催：横浜市芸術文化教育プラットフォーム

20
Dance Lab #3「新しいパフォーミング・アーツの拠点」
～世界のダンスセンターから考える、ダンスと空間の新たな仕組み～

9/2 100
主催：一般財団法人セガサミー文化芸術財団
共催：象の鼻テラス

21
企業・地域と劇場をつなぐ 赤レンガ・ダンスプロジェクト
（振付・演出：辻本知彦、映像：吉開菜央、音楽：渡邊琢磨）

9/9-2/8 32

プロジェクト・パートナー：株式会社横浜赤レ
ンガ
助成：公益財団法人セゾン文化財団
beyond2020プログラム[認証C006000223]

22 横濱JAZZ PROMENADE 2019 10/12-13（中止） 0
【中止（台風19号の影響）］
主催：横濱 JAZZ PROMENADE 実行委員会
共催：横浜市文化観光局

23

観光貢献事業
　①フラワーガーデン
　②ヨコハマフリューリングスフェスト
　③RED BRICK BEACH
　④横浜オクトーバー･フェスト
　⑤クリスマスマーケット

 ①3/29-4/21
 ②4/26-5/6
 ③7/27-8/25
 ④10/4-10/20
 ⑤11/22-12/25

-
主催：横浜赤レンガ倉庫（公益財団法人横浜
市芸術文化振興財団・株式会社横浜赤レン
ガ）

③芸術文化振興のための国内外との交流（定款第4条第1項第8号）

No. 事業名 実施時期 参加者・入場者（人） 備考

24
横浜フランス月間2019
イザベル＆ジャン＝コンラッド・ルメートル ビデオアート・コレクション展
ミッシェル・オスロ「ディリリとパリの時間旅行」展

6/13-23 6,465 共同主催：アンスティチュ･フランセ日本

25 第3回HOTPOT東アジア・ダンスプラットフォーム 2/11-16 787

共同主催：City Contemporary Dance Festival
（CCDF）【中国・香港】、Seoul International 
Dance Festival(SIDance)【韓国・ソウル】
助成：文化庁文化芸術振興費補助金（国際
芸術交流支援事業）｜独立行政法人日本芸
術文化振興会
beyond2020プログラム[認証C006000224]

26
アジア・ネットワーク・フォー・ダンス（AND+）
　①シンガポール／マレーシア
　②横浜

①10/11-14
②2/11-16

15

26



■大佛次郎記念館

①芸術文化の創造及び発信（定款第4条第1項第1号）

No. 事業名 実施時期 参加者・入場者（人） 備考

1

テーマ展示Ⅰ
「大和和紀『ヨコハマ物語』×大佛次郎の横濱」
　【関連企画】
　①横浜市中央図書館３F出張展示
　②横浜港とお茶の歴史＆おいしい淹れ方講座
　③『ヨコハマ物語』を語る～大和和紀スペシャルトークショー

4/3-9/8
関連企画

①4/16-6/18
②5/6
③8/5

11,833
助成：芸術文化振興基金助成事業
beyond2020プログラム[認証C006000194]

2
テーマ展示Ⅱ「花と語らう―大佛次郎の花ごよみ」
　【関連企画】
　①文学ウォーキング「花と語らう」秋の花園ツアー

9/14-12/24
関連企画
①11/4

7,647
【10/12、13臨時休館（台風19号の影響）】
beyond2020プログラム[認証c006000242]

3
テーマ展示Ⅲ「誕生！鞍馬天狗　　みんなのＨＥＲＯができるまで」
　【関連企画】
　①懐かしの紙芝居「鞍馬天狗 北海狼」ほか

1/4-4/19
関連企画
①3/28

1,603

【1/16工事休館】
【2/29-3/31臨時休館、①中止（新型コロナウ
イルス感染症拡大防止のため）】
beyond2020プログラム[認証c006000257]

4 大佛次郎記念館サロンコンサート ～音楽で彩る、大佛次郎の花ごよみ～ 11/11 38
共同主催：横浜みなとみらいホール
共催：横浜アーツフェスティバル実行委員会
beyond2020プログラム[認証c006000264]

5
大佛次郎賞受賞記念講演会
角幡唯介「結婚と冒険」

6/29 303 H30年度より延期して実施した事業

6
大佛次郎賞受賞記念講演会
黒川創「鶴見俊輔の残したもの」

3/21（延期） 0
【延期（新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため）】

②芸術文化活動の支援、協働及び創造性を育む機会の提供（定款第4条第1項第2号）

No. 事業名 実施時期 参加者・入場者（人） 備考

7 大佛茶亭ミニ展示 4/1-8/12 -
大佛茶亭が令和2年8月に閉店。ミニ展示実
施は閉店まで実施

8 大佛次郎研究会 公開発表会 5/25・11/30 86 主催：大佛次郎研究会

9 ミュージアムミッション2019 7/20-8/31 281 主催：神奈川県立歴史博物館

10 子どもアドベンチャー2019「お話の中の猫を描こう！」～感想画体験～ 8/15、16 41 高校生職業体験受入

11
横浜山手西洋館連携
　①ハロウィンウォーク
　②山手ユースギャラリー

①10/27
②2/8-16

3,903 主催：（公財）横浜市緑の協会

12 第7回大佛次郎記念館ミニ・ビブリオバトル 11/30 13

13 大佛次郎×ねこ写真展 2020 2/22-4/19 432
【2/29-3/31臨時休館（新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため）】
beyond2020プログラム[認証c006000243]

14
活性化プロジェクト継承事業（ブックレット制作）
　「花と語らう」、「鎌倉通信」増刷

通年 -

③芸術文化活動拠点の開発及び運営（定款第4条第1項第4号）

No. 事業名 実施時期 参加者・入場者（人） 備考

15
和室公開
　①春　②秋

①3/21-4/12
（一部非公開）
②11/24-12/13

- 入場者はテーマ展示観覧者数に含む

16 クリスマス茶会 12/21 66

④芸術文化資源の収集、保存及び活用（定款第4条第1項第5号）

No. 事業名 実施時期 参加者・入場者（人） 主催・共催・後援・協賛等

17 収蔵品展 通年 -

18

横浜フランス月間コーナー展示
「大佛次郎とフランスを愛する仲間たち
 ～横浜・リヨン姉妹都市締結60周年を記念して～」
①6/15講演会「キク・ヤマタの生涯と作品」

6/8-7/28 26
共催：アンスティチュ・フランセ
※人数は①講演会の人数

19 愛蔵品コーナー展示 通年 -

20 資料収集・保存・修復・活用・データベース整理等 通年 -

⑤芸術文化に関する調査研究及び政策提言（定款第4条第1項第7号）

No. 事業名 実施時期 参加者・入場者（人） 主催・共催・後援・協賛等

21 「おさらぎ選書」刊行 11月 -
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■横浜市民ギャラリー

①芸術文化の創造及び発信（定款第4条第1項第1号）

No. 事業名 実施時期 参加者・入場者（人） 備考

1

新・今日の作家展2019 対話のあとさき
鎌田友介　原美樹子　守章　門馬美喜
　関連企画：
　①対談「対話のプラットフォームとしての美術、建築」　
　　鎌田友介×五十嵐太郎（建築史・建築批評家／東北大学大学院教授）
　②対談「時の厚み、時の手触り—「スナップショット」に託すもの」
　　原美樹子×倉石信乃（写真史・写真批評家/明治大学教授）
　③ワークショップ「建築廃材で木製ブックスタンドをつくる」
　④鼎談「二核的な同一主体の隔たりについて」
　　守章（守 雅章+守 喜章）×岡村恵子（東京都写真美術館学芸員）
　⑤学芸員によるギャラリートーク

9/20–10/12

関連企画：
①9/21
②9/28
③10/5
④10/6
⑤9/29

4,380

【10/12臨時休館（台風19号の影響）】
助成：公益財団法人花王芸術・科学財団、芸
術文化振興基金「地域の文化振興等の活
動」

beyond2020プログラム[認証C006000191]

②芸術文化活動の支援、協働及び創造性を育む機会の提供（定款第4条第1項第2号）

No. 事業名 実施時期 参加者・入場者（人） 備考

2

横浜市こどもの美術展2019
　関連企画：
　①いわいとしお『100かいだてのいえ』展
　②ハマキッズ・アートクラブ作品展示
　③自由参加ワークショップ
　　「みんなでつなごう！100かいだてのいえ」
　④いわいとしお スペシャル絵本ライブ
　⑤横浜みなとみらいホール連携「夏のこども音楽会」
　　「未来の音楽家、ハマのJACK金の卵たちによる演奏会」
　　「みなとみらい Super Big Band ギャラリー・コンサート」

　　　7/19-7/28
　　　関連企画：
①②③会期中毎日
　　　④7/27
　　　⑤7/20,21

16,257 beyond2020プログラム[認証C006000192]

3

大人のためのアトリエ講座
　①人体を描く－クロッキーとデッサン
　②中世ﾖｰﾛｯﾊﾟの絵画技法でつくる羊皮紙の栞
　③油絵を描く
　④親が知っておきたい“おえかき”の楽しみ方
　⑤音を奏でる人体を描く ̶クロッキーとデッサン

　⑥巨匠の素描に触れて学ぶ
　⑦はじめての日本画　絹に描く
　⑧親が知っておきたい ～紙あそび・お絵かきあそび～
　⑨人体を描く ̶クロッキーとデッサン

　⑩レクチャー「写真家 奥村泰宏・常盤とよ子夫妻が写した戦後の横浜」

①4/18、25、
5/2、9
②5/12
③5/17、24、
31、6/7、14
④5/30、6/27
⑤10/31、
11/7、14、21
⑥11/29、
12/6、13、20
⑦12/7
⑧1/29
⑨1/16、23、
30、2/6
⑩2/11

260

4

ハマキッズ・アートクラブ
　①土粘土であそぼう
　②えのぐであそぼう
　③フェルトでつくろう
　④ダンボールでつくろう！100かいだてのいえ
　⑤トートバッグに絵を描こう
　⑥スーパーカーをつくろう
　⑦バイオリンをつくろう
　⑧油絵に挑戦！
　⑨スチロールアート
　⑩粘土をつくろう
　⑪横浜市民ギャラリーまるごと探検ツアー

①4/21
②5/18
③6/8
④7/13
⑤8/24
⑥12/21
⑦11/3
⑧12/14
⑨1/19
⑩2/16
⑪3/8（中止）

268
【⑥10/12から延期（台風19号の影響）】
【⑪中止（新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため）】

5
青少年センター子どもフェスティバル
出張ワークショップ「横浜市民ギャラリーがやってきた！つくって、あそぼう」

1/26 123
主催：神奈川県立青少年センター、共催：神
奈川県子ども会連絡協議会

6

横浜市芸術文化教育プラットフォーム 学校プログラム
　①横浜市立上星川小学校
　②横浜市立瀬谷さくら小学校
　③横浜市立稲荷台小学校

①11/5
②12/17, 20
③1/14, 15

155 主催：横浜市芸術文化教育プラットフォーム

7
野毛まちなかキャンパス
　 レクチャーと鑑賞「新・今日の作家展 2019 対話のあとさき」

10/7 31
主催：野毛地区振興事業協同組合/野毛地
区街づくり会/横浜商科大学

8
横浜みなとみらいホールオープンデー　ワークショップ
「横浜市民ギャラリーがやってきた！どうぶつお面をつくろう」

8/12 100 主催：横浜みなとみらいホール

②芸術文化活動の支援、協働及び創造性を育む機会の提供（定款第4条第1項第2号）

No. 事業名 実施時期 参加者・入場者（人） 備考

9 横浜・紅葉ケ丘五館連携事業「紅葉ケ丘まいらん-秋の特別企画-」 10/10-14 108

共同主催：神奈川県立音楽堂、神奈川県立
青少年センター、神奈川県立図書館、横浜能
楽堂
beyond2020プログラム[認証c006000245]
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③芸術文化資源の収集、保存及び活用（定款第4条第1項第5号）

No. 事業名 実施時期 参加者・入場者（人） 備考

10

横浜市民ギャラリーコレクション展2020
「うつし、描かれた港と水辺」

　関連企画：
　①ワークショップ「木版画摺り体験」
　②学芸員によるギャラリートーク
　③横浜市民ギャラリーまるごと探検ツアー(ハマキッズ再掲）
　④鑑賞サポーターによるトーク

　2/28-3/15

　関連企画：
　①2/29（中止）
　②3/7（中止）
　③3/8（中止）
　④3/8・14 （中止）

182
【2/29-3/15臨時休館、①～④中止（新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止のため）】
beyond2020プログラム[認証C006000193]

11 コレクション管理 通年 -

④芸術文化に関する情報の収集及び提供（定款第4条第1項第6号）

No. 事業名 実施時期 参加者・入場者（人） 備考

12 「アートヨコハマ」「横浜画廊散歩」「ヨコハマ・ギャラリー・マップ」の発行 通年 -
横浜画廊散歩（月1回）
アートヨコハマ（年3回）
ヨコハマ・ギャラリー・マップ（年1回）

⑤芸術文化振興のための国内外との交流（定款第4条第1項第8号）

No. 事業名 実施時期 参加者・入場者（人） 備考

13
①「淬·煉―百錬鋼を成す」台湾コンテンポラリー・アート展
②「2019台中市大墩美展文化交流展」

①②7/31-8/11 2,443
①主催：台北駐日経済文化代表処 台湾文化
センター
②主催：台中市政府文化局
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■横浜市民ギャラリーあざみ野

①芸術文化の創造及び発信（定款第4条第1項第1号）

No. 事業名 実施時期
参加者、入場者

（人）
備考

1

[企画展]
あざみ野こどもぎゃらりぃ2019 「さよならをいって、それからであう旅」
　関連企画：
　①リサイクルアートに挑戦
　②コスモスゴロクをつくろう！
　③マキバンバンとダンスで冒険しよう！
　④山内小学校ワークショップ成果展

7/26-8/4

関連企画：
①7/13、15
②会期中
③8/3
④会期中

4,089 beyond2020プログラム[認証c006000124]

2
横浜音祭り2019パートナー事業
あざみ野ナイト「バリ島の影絵人形芝居ワヤン」
～マハーバーラタ「ビマの鬼たいじ」～

8/4 229 beyond2020プログラム[認証c006000125]

3

[企画展]
あざみ野コンテンポラリー vol.10 「しかくのなかのリアリティ」
加茂 昂、水野里奈、横野明日香、松本奈央子、山岡敏明

　関連企画：
　①、②アーティストトーク#2 加茂昂、松本奈央子
　③学芸員によるギャラリートーク
　④アートなピクニック　―視覚に障がいがある人とない人が共に楽しむ鑑賞会　
　⑤、⑥水野里奈、山岡敏明アーティストトーク緊急開催！

　10/14-11/4

関連企画：
　①、②10/19
　③10/20
　④10/26
　⑤、⑥11/4

3,813

【10/12・13臨時休館、⑤⑥は11/4に延期（台
風19号の影響により）】
助成：公益財団法人花王芸術・科学財団、芸
術文化振興基金「地域の文化振興等の活
動」

beyond2020プログラム[認証c006000126]

4

[企画展]
あざみ野フォトアニュアル vol.10
田附勝「KAKERA きこえてこなかった、私たちの声展」
　【関連事業】
　①アーティストトーク　
　②学芸員によるギャラリートーク
　③アートなピクニック-視覚に障がいがある人とない人が共に楽しむ鑑賞会
　④対談：田附勝（出品作家／写真家）、石倉敏明（人類学者）
　
令和1年度横浜市所蔵カメラ・写真コレクション展
「ダゲレオタイプ－記憶する鏡」
　【関連事業】
　①ダゲレオタイプ・ワークショップ　講師：新井卓（写真家）
　②学芸員によるギャラリートーク
　③あざみ野カレッジ「アメリカのダゲレオタイプ」（再掲）

［関連事業（共通）】
　①山内小学校6年生による展覧会鑑賞ツアー

1/25-2/23

企画展関連企
画：
①1/25
②2/9
③2/11
④2/22

コレクション展
関連企画：
①2/1
②2/9
③2/15

共通関連事業
①1/29
②2/5

4,917

助成：公益財団法人朝日新聞文化財団、公
益財団法人野村財団（あざみ野フォトアニュ
アル vol.10）

beyond2020プログラム[認証c006000127]

5

ショーケースギャラリー
　①水町文美 展
　②椋本真理子 展
　③土肥美穂 展
　④大野綾子 展

①4/27-7/7
②7/20-9/24
③9/28-12/15
④1/6-3/22

-
【④3/2-22は閉館（新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため）】
beyond2020プログラム[認証c006000138]

6

あざみ野サロン
　①vol.66　映画上映「日日是好日」（男女参画センター横浜北企画）
　②vol.67　横浜音祭り2019連携事業 あざみ野サロン
　　　　　　　あざみ野オペラ歌合戦「泉良平 VS 新津耕平　因縁のリターンマッチ」
　　　　　　　～勝者を決めるのはお客様です～
　③vol.68　あざみ野寄席2020 「新春！金原亭馬玉独演会」
　④vol..69　講演会「マイホームの夢とキッチン――台所は女の城か？」

①10/27
②11/9
③1/21
④3/1（延期）

482

【④延期（新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため）】

beyond2020プログラム[認証c006000128]

②芸術文化活動の支援、協働及び創造性を育む機会の提供（定款第4条第1項第2号）

No. 事業名 実施時期 参加者、入場者（人） 備考

7

市民のためのプログラム
　①オープンスタジオ　　ヌード・クロッキーAコース
　②やさしく、たのしいデジタル一眼カメラ
　③オープンスタジオ　　ヌード・クロッキーBコース
　④陶芸－スリップウェア
　⑤オープンスタジオ　　ヌード・クロッキーCコース
　⑥はじめての透明水彩
　⑦オープンスタジオ　ヌード・クロッキーDコース
　⑧古典絵画技法　金箔装飾とテンペラ画
　⑨手描友禅
　⑩オープンスタジオ　ヌード･クロッキーＥコース

①4/10、24、5/8、
22
②4/11、25、5/9、
23、6/6
③6/5、19、7/3、17
④5/24、31、6/14、
21、7/5
⑤9/11、25、
10/16、30
⑥9/9、30、10/7、
21、11/11
⑦11/13、27、
12/4、18
⑧10/4、18、11/1、
15、29、12/13
⑨2/7、21、3/27（延
期）
⑩2/5、19、3/4（中
止）、18（中止）

743

【⑨3/27延期、⑩3/4、18中止（新型コロナウ
イルス感染症拡大防止のため）】

beyond2020プログラム[認証c006000137]
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8

子どものためのプログラム
　「つくってみよう！」　（対象：小学１～3年生）
　　①スチロールアート
　　②ボール紙で動物をつくろう！
　　③みんなでダンボールアート！
　「やってみよう！」　（対象：幼稚園・保育園の年長組に相当する幼児）
　　④見て、さわって、描く
　　⑤焼き物しよう！
　　⑥木工しよう！
　「みんなであそぼう！」　（対象：幼稚園・保育園の年中組に相当する幼児）
　　⑦えのぐであそぼう！
　　⑧ねんどであそぼう！
　　⑨かみであそぼう！
--------------
　⑩こどもの、イベント「ふわふわ帽子をつくろう」　（対象：年齢制限なし）
　⑪油絵を描こう　（対象：小学4～6年生）
　⑫アトリエの時計屋さん　（対象：年齢制限なし）
　⑬みんなでつくるあったかクリスマス　（対象：年齢制限なし）
　⑭真鍮アートに挑戦！　（対象：小学4～6年生）※中止

①5/26
②8/18
③12/15
④4/29
⑤9/15
⑥1/26
⑦6/23
⑧11/17
⑨2/11
⑩5/5
⑪6/15、22、
7/6、7/20
⑫10/27
⑬11/30、12/1
⑭3/22（中止）

854

【⑭中止（新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため）】

beyond2020プログラム[認証c006000134]

9
子どものためのプログラム
　親子のフリーゾーン

4/10、24、29
5/8、22、26
6/5、19、23
7/3、7、28、
31
8/18、28
9/11、15、25
10/16、27、30
11/13、17、27
12/4、15、18
1/15、26、29
2/5、11、19
3/4・18・22（中
止）

7,420

【3/4、18、22中止（新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため）】

beyond2020プログラム[認証c006000132]

10
子どものためのプログラム
　親子で造形ピクニック

4/20、5/18、
6/15、7/20、
8/24、9/21、
10/12（中止）、
11/23、12/14、
1/18、2/15、
3/14（中止）

175

【10/12中止（台風19号の影響により）】
【3/14中止（新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため）】

beyond2020プログラム[認証c006000133]

11 教師のためのプログラム「アートアニメーションの実践」（学校支援） 7/30 20

12 アートフォーラムフェスティバル2019 10/27 4,547
主催：男女共同参画センター横浜北（男女共
同参画推進協会）

13 あざみ野クリスマスジュニアコーラス2019

11/3、4、9、
16、23、30

12/7、14、21
12/22発表会

255 beyond2020プログラム[認証c006000129]

14 横浜市立中学校アニメーションフェスティバル2019 9/28 80 共催：横浜市中学校美術科研究部会

15
地域アウトリーチ事業
山内小学校　写真ワークショップ「自分の思いと写真」

6/12、18、26、7/2 224

16
地域アウトリーチ事業
①フェローアートギャラリー「はじまりはアートの旅2019」
②S.O.S.アートラボはしもと等連携事業シンポジウム勉強会

①8/1-18
②11/3、12

-
①主催：横浜市岩間市民プラザ
②多団体連携

17 ロビーコンサート　vol.313～vol.336

4/14、28
5/12、26
6/9、23
7/14、28
8/11、25
9/8、22
10/20、27
11/10、24
12/8、22
1/5、26
2/9、23
3/8・22（中止）

2,374

【3/8、22中止（新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため）】
主催：男女共同参画センター横浜北（男女共
同参画推進協会）

beyond2020プログラム[認証c006000130]

18
アーティストに学ぶ
　　浅田家直伝！家族写真術 令和元年の巻

10/26、11/16 54

19

あざみ野カレッジ
　①横浜に暮らした弥生人～大塚遺跡に立って考えてみよう！～
　②映像と写真でふれるサハリンの先住民
　③現代美術探求ラボ vol.6　いま「限界芸術」を再考する
　④北欧ノルウェーの美しき民族楽器 ハーディングフェーレ
　－唯一の日本人職人に聞くその魅力と調べ
　⑤現代美術探求ラボ vol.7　現代美術と考える これからのデジタルメディア
　「タイムベースト・メディア」の保存と在り方を中心に
　⑥アメリカのダゲレオタイプ

①6/22
②7/7
③8/31
④9/21
⑤10/22
⑥2/15

180
①共催：横浜市歴史博物館

beyond2020プログラム[認証c006000131]
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20

横浜市芸術文化教育プラットフォーム 学校プログラム
　①すみれが丘小「金属加工」
　②竹山小「ダンス」
　③奈良の丘小「絵の具遊び」
　④本郷中「美術、国際交流」
　⑤新吉田小「金属加工」

①7/11、12、18
②9/2、4、6
③9/5、13
④12/5、6、17
⑤1/16、17、23

1,270 主催：横浜市芸術文化教育プラットフォーム

21

フェローアートギャラリー
　①vol.34 伊藤有里 展
　②vol.35 長瀬明代 展
　③vol.36 山野将志 展
　④vol.37 品川太成 展

①4/27-7/21
②7/27-10/27
③10/30-1/26
④1/29-4/26

-
【④内3/2-4/12は閉館（新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため）】
beyond2020プログラム[認証c006000135]

22 あざみ野アートワゴン＆マルシェ
5/22、7/7、31、
10/27、11/17、
1/18

12,862
beyond2020プログラム[認証c006000136]
※今年度は「アートワゴン」と「マルシェ」を同
時開催

23

アートサポーターによるワークショップ　※再掲
　①こどもの、イベント「ふわふわ帽子をつくろう」　
　②コスモスゴロクをつくろう
　③みんなでつくるあったかクリスマス

①5/5
②7/26-8/4
③10/30、11/1

-

24 造形活動による学校支援

5/14、15、
6/13、27、7/7、
9、8/22、9/3、
5、10、24、
10/8、10、17、
11/18、12/2、
3、1/30

460

25 第4回あおば美術公募展 7/6-15 4,398
主催：あおば美術公募展実行委員会（青葉区
役所）

26 フォトジェニック青葉フォトコンテスト：審査協力 9/27 - 主催：青葉区役所

27 青葉区民芸術祭作品展
11/25-12/7、

11/28、29
3,827

主催：青葉区民芸術祭運営委員会（青葉区
役所）

28
大学との情報共有や事業連携
　城西国際大学、八洲学園大学、東京藝術大学、横浜美術大学

通年 -

③芸術文化資源の収集、保存及び活用（定款第4条第1項第5号）

No. 事業名 実施時期 参加者、入場者（人） 備考

29

Gallery in the Lobby
　①カメラのしくみ2019
　②記念カメラ
　③カメラと画面サイズ
　④スポーツとカメラ
　※3/2-3/29閉館

①4/25-5/25
②10/2-10/27
③10/30-11/24
④2/29-3/29

-
【④3/2-3/29は、閉館（新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため）】
beyond2020プログラム[認証c006000139]

30 カメラ、写真の保存、修復、データベースの整理 通年 -

④芸術文化に関する情報の収集及び提供（定款第4条第1項第6号）

No. 事業名 実施時期 参加者、入場者（人） 備考

31 情報誌「アートあざみ野」発行（年間4誌） 通年 -

⑤芸術文化振興のための国内外との交流（定款第4条第1項第8号）

No. 事業名 実施時期 参加者・入場者（人） 備考

32 成都A4 Art Museumへのコレクション展巡回展 11/23-2/23 -
【2/3-23は中止（新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため）】
主催：成都A4 Art Museum
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■横浜市磯子区民文化センター　杉田劇場

①芸術文化の創造及び発信（定款第4条第1項第1号）

No. 事業名 実施時期 参加者・入場者（人） 備考

1 石田泰尚ヴァイオリン・リサイタル2019 6/2 292 beyond2020プログラム[認証c006000188]

2
杉劇アートde伝承プロジェクト
杉劇アート体験塾 vol.13
横浜夢座 朗読劇「真昼の夕焼け」

6/14 210
助成：一般財団法人地域創造
beyond2020プログラム[認証c006000186]

3
気仙沼音楽復興支援ジャズライブ
ひばりの名曲をジャズにのせて

8/8 160
共同主催：一般社団法人横浜JAZZ協会（復
興支援音楽の会）
beyond2020プログラム[認証c006000189]

4
ひよこ♪コンサート
　①夏まつり　ひよこコンサート
　②ひよこ♪クリスマスコンサート

①8/24
②12/1

838

①beyond2020プログラム[認証
c006000180]256人
②beyond2020プログラム[認証
c006000190]582人

5 オペラ「真昼の夜想曲」～何故・だから～ 10/26、27 580 主催：創作舞台音楽芸術の会

6
杉劇アートde伝承プロジェクト
杉劇アート体験塾vol.14
劇団若獅子

12/5 193
助成：一般財団法人地域創造
beyond2020プログラム[認証c006000187]

7
せんきょにいこう！
おおきなうた♪しあわせコンサート

1/25 300 主催：横浜市磯子区明るい選挙推進協議会

8
杉劇アートde伝承プロジェクト
杉劇アート体験塾vol.12
～雅楽～

2/5 50
助成：一般財団法人地域創造
beyond2020プログラム[認証c006000258]

9
椿三重奏団
麗しのヴァレンタイン・コンサート

2/15 200 主催：ミューズエンターテインメント

10 チェコ・フィル・ストリング・カルテット　来日公演2020 3/14（中止） 0
 【中止（新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため）】

②芸術文化活動の支援、協働及び創造性を育む機会の提供（定款第4条第1項第2号）

No. 事業名 実施時期 参加者・入場者（人） 備考

11 イマージュISOGO コンサート 2019  in 杉田劇場 6/8 391 主催：イマージュISOGO

12 杉劇リコーダーずワークショップ 6/9～2/29 53

13
杉劇リコーダーず第９回定期演奏会
星はめぐるよ　音にのせて

3/1（中止） 0
【中止（新型コロナウイルス感染拡大防止の
為）】
beyond2020プログラム[認証c006000181]

14
杉劇アートde伝承プロジェクト
調査・記録プログラム
いそご文化円卓会議

①6/4
②9/3
③11/18
④3/3

30 助成：一般財団法人地域創造

15
劇団「横綱チュチュ」
第16回本公演「GOLD」

11/9、10 1,040 主催：劇団「横綱チュチュ」

16
ISOGO MUSIC FESTIVAL 2019
第7回磯子音楽祭

12/21 212
共催：磯子区役所
beyond2020プログラム[認証c006000182]

17
劇団「糸」
第7回公演
音楽朗読劇「ロレイユ横丁 ヨモヤマ食堂」

3/22（延期） 0
 【延期（新型コロナウイルス感染症拡大防止
の為）】
主催：劇団「糸」

18

横浜市芸術文化教育プラットフォーム 学校プログラム
　①さわの里小学校
　②浜小学校
　③洋光台第二小学校
　④洋光台第一小学校
　⑤洋光台第三小学校

①9/9、10、17
（中止）
②10/16、17、
18
③12/3、4、11
④1/16、23、31
⑤2/4

426 【①9/17中止（台風19号の影響により）】

19
杉劇アートde伝承プロジェクト　地域文化普及プログラム
（杉劇☆歌劇団ワークショップ）

8/2～2/22 448

20

杉劇ちょこっとカフェ
　①UVレジンを作ろう！（こども版）
　②リース作り体験（こども版）
　③みんなで船を作ろう！（こども版）
　④レコードとコーヒーの会（大人版）
　⑤誰でも弾けちゃう三味線入門（大人版・３回シリーズ）

①5/15
②9/7
③1/18
④1/28
⑤1/15、1/21、
2/14

79
共同主催：磯子区青少年の地域活動拠点イ
ソカツ
beyond2020プログラム[認証c006000183]

21 杉劇＠助っ人隊 通年 24

22
歌声を届けようプロジェクト
　①浜小学校歌声プロジェクト
　②梅林小学校歌声プロジェクト

①7/8
②12/10

120
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③芸術文化活動拠点の開発及び運営（定款第4条第1項第4号）

No. 事業名 実施時期 参加者・入場者（人） 備考

23 杉田劇場夏まつり2019 8/24 600 beyond2020プログラム[認証c006000184]

24 ロビーパフォーマンス
通年

（毎月１日、出張１
回）

360 beyond2020プログラム[認証c006000185]

25 杉田劇場冬まつりライブ2020 2/9 520 助成：一般財団法人地域創造

④芸術文化資源の収集、保存及び活用（定款第4条第1項第5号）

No. 事業名 実施時期 参加者・入場者（人） 備考

26 杉劇アートde伝承プロジェクト　調査・記録プログラム（調査・記録） 8月から3月 1,600 助成：一般財団法人地域創造

27

いそご文化資源発掘隊
　①美空ひばりが立った磯子の舞台
　②こども文化資源発掘隊
　③NTTのケーブル名は歴史の生き証人
　④横濱地図博覧会 in 磯子
　⑤まち歩きが楽しくなる神社のお話②

①6/24
②8/2
③10/28
④12/22
⑤2/8

187 助成：一般財団法人地域創造

⑤芸術文化に関する情報の収集及び提供

No. 事業名 実施時期 参加者・入場者（人） 備考

28
杉劇アートde伝承プロジェクト
調査・記録プログラム
文化ガイドマップ作成

通年 - 助成：一般財団法人地域創造

⑥芸術文化振興のための国内外との交流（定款第4条第1項第8号）

No. 事業名 実施時期 参加者・入場者（人） 備考

29 ジェイコブ・コーラー　JAZZ PIANO JAPAN 9/27 120
主催：フューチャーデザイン＆JIMS Music 
Productions

30
マリア・エステル・グスマン～アランフェス協奏曲
～in Yokohama with 高木洋子

10/19 190 主催：プリマベーラ

31 ～スペイン音楽の真髄～ピアノとギターの名手を迎えて　with 高木洋子 3/21（延期） 0
 【延期（新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため）】
主催：プリマベーラ
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■経営企画室／総務グループ／広報・ACYグループ／協働推進グループ

①芸術文化の創造及び発信（定款第4条第1項第1号）

No. 事業名 実施時期 参加者、入場者（人） 備考

1 横浜音祭り２０１９ 9/15-11/15 -
主催：横浜アーツフェスティバル実行委員会
共催：横浜市

2
芸術創造特別支援事業「シンボル・プログラム」
「コンパス  ヨコハマ 2019」

9/20-29 25,843
【9/23は中止（台風17号の影響により）】
共催：横浜市
協力：三菱地所株式会社

3
「NIGHT SYNC YOKOHAMA」
スペシャルパフォーマンス
邦楽と日本舞踊のパフォーマンス

12/12 150

主催：クリエイティブ・ライト・ヨコハマ実行委員
会
協力：横浜にぎわい座
企画制作：公益財団法人横浜市芸術文化振
興財団

4
「NIGHT SYNC YOKOHAMA」
スペシャルパフォーマンス
雷光炎舞「かぐづち-KAGUZUCHI-」光のパフォーマンス

12/14、15 850

主催：クリエイティブ・ライト・ヨコハマ実行委員
会
協力：横浜赤レンガ倉庫1号館
企画制作：公益財団法人横浜市芸術文化振
興財団

②芸術文化活動の支援、協働及び創造性を育む機会の提供（定款第4条第1項第2号）

No. 事業名 開催日、期間 参加者、入場者（人） 備考

5 相談窓口の運営 通年 - 162件相談受付

6 横浜市地域文化サポート事業「ヨコハマアートサイト2019」 通年 80,493
主催：ヨコハマアートサイト事務局（ＳＴスポッ
ト横浜、横浜市文化観光局、横浜市芸術文化
振興財団）

7
ジャズ関連事業
YOKOHAMA本牧ジャズ祭冬の陣 アマチュアジャズバンドフェスティバル Vol.8

2/8 186 主催：YOKOHAMA本牧ジャズ祭実行委員会

8
横濱 JAZZ PROMENADE 2019
　【関連企画】
　①英国ホストタウン交流事業「リンレイ・ハミルトン クインテット　スペシャルステージ」

10/12-13（中止）
関連企画：

①10/13（中止）
0

【中止（台風19号の影響により）】
主催：横濱 JAZZ PROMENADE 実行委員会
共催：横浜市文化観光局
助成：芸術文化振興基金助成事業

9

横浜市芸術文化教育プラットフォーム 学校プログラム
　①錦台中学校（合唱） 
　②二つ橋小学校（箏）
　③釜利谷東小学校 （箏）
　④矢向中学校（ダンス）

①10/2-4
②11/19

③12/16、17、23
④ 1/17、20、22

599 主催：横浜市芸術文化教育プラットフォーム

10 第６回かながわ留学生音楽祭 in YOKOHAMA 12/7 930 共同主催：一般社団法人民主音楽協会

③芸術文化活動のための助成（定款第4条第1項第3号）

No. 事業名 開催日、期間 参加者、入場者（人） 備考

11 若手芸術家支援助成  クリエイティブ・チルドレン・フェローシップ 通年 -
助成：アーツコミッション・ヨコハマ
採択件数：新規4件、継続3件

12 クリエイティブ・インクルージョン活動助成 通年 -
助成：アーツコミッション・ヨコハマ
採択件数：新規2件、継続2件

13 ヨコハマ創造産業振興助成「商品・サービス部門」「事務所開設奨励部門」 通年 -
助成：アーツコミッション・ヨコハマ
採択件数：「商品・サービス部門」3件
「事務所開設奨励部門」0件

14 芸術創造特別支援事業「リーディング・プログラム」 通年 　－
共同主催：横浜市
採択件数：４件

④芸術文化活動拠点の開発及び運営（定款第4条第1項第4号）

No. 事業名 開催日、期間 参加者、入場者（人） 備考

15 関内外OPEN！11 11/2、3 4,317

16 ドックヤードガーデン活用事業（BUKATSUDO） 通年 -

⑤芸術文化に関する情報の収集及び提供（定款第4条第1項第6号）

No. 事業名 開催日、期間 参加者、入場者（人） 備考

17 Webサイト「ヨコハマ・アートナビ」 通年 -
11月WEBサイトリニューアル、「ヨコハマ・コド
モ・アートナビ」は「ヨコハマ・アートナビ」内に
統合

18 創造都市プロモーション 通年 -
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19
アーティスト・クリエータープロモーション
（「横浜市クリエイターデータベース」ほか）

通年 -

20 財団の公益的取組みや認知向上のための情報発信 通年 -

⑥芸術文化に関する調査研究及び政策提言（定款第4条第1項第7号）

No. 事業名 開催日、期間 参加者、入場者（人） 備考

21
「文化芸術創造都市プラットフォーム」運営
　プラットフォームミーティング「WE BRAND YOKOHAMA」

7/24、10/4、12/9 116

⑦芸術文化振興のための国内外との交流（定款第4条第1項第8号）

No. 事業名 開催日、期間 参加者、入場者（人）

22

英国ホストタウン交流事業
①フォーラム「創造性の広がりがもたらす都市へのインパクト
　～クリエイティブ・ダンディーを迎えて」
②ラウンドテーブル

1/20、21 109 共同主催：ブリティッシュ・カウンシル

23

国際舞台芸術ミーティング in 横浜 2020 （TPAM 2020）
　①TPAMディレクション（公演プログラム）
　②TPAMフリンジ（公募プログラム）
　③TPAMエクスチェンジ（交流プログラム）

2/8-16 31,302
主催：国際舞台芸術ミーティング in 横浜2020
実行委員会

（2）収益事業

No. 事業名 開催日・期間  参加者・入場者（人） 備考

1 ミュージアムショップ、ミュージアムカフェ、駐車場の運営 通年 - 横浜美術館

2
ショップ運営（オリジナルグッズ、書籍等）、自動販売機、チケット販売受託等、
施設運営に伴う収益事業

通年 - 横浜みなとみらいホール他各施設
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４ データ集 

 

 

（１） 事業入場者・参加者数※1：1,583,537人 

 

 

 

 

 

（２） 公演・展示・講座等実施回数：2,689回 

 

 

 

 

 

【ジャンル別 内訳】（回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 施設利用状況 

利用人数※2 ：2,349,525人 

 ホール系施設利用率/日：74％ 

 

 

 

（４） ホームページアクセス数：27,332,150 pv 

 

 

 

 

（５） 顧客満足度調査（5段階）：4.59 (平成 30年度 4.52) 

 

（万人） 

R1 
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2,620 
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158
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（回） 

2,963

2,733
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※1 主催、共催、協力等への入場者・参加人数。屋外イベント、アウトリーチ等を含む。 

※2 施設の全室場の入館、利用人数。貸施設の利用を含む。 
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3,017 
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美術

映像

工芸

1,060 

39%

音楽

389 

14%

大衆芸能

344 

13%

舞踊演劇

458 

17%

古典芸能

152 

6%

文芸

18 

1% その他

268 

10%
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 ５ 施設利用状況

（1）施設利用率、施設利用者数

年度

令和１年度

平成30年度

（2）施設別利用者数

増減（人）

- 147,200

- 40,133

- 10,906

- 58,685

- 7,644

13,874

- 105,413

- 2,793

- 3,534

- 362,434

（3）ホール系施設の利用率まとめ（日）

令和1年度 平成30年度

83% 89%

91% 97%

93% 99%

38% 44%

71% 80%

58% 63%

88% 92%

69% 73%

74% 80%平均利用率

横浜赤レンガ倉庫1号館 ホール

横浜市磯子区民文化センター ホール

横浜にぎわい座
芸能ホール

小ホール

横浜能楽堂 本舞台

施設名 室場名

横浜美術館 レクチャーホール

横浜みなとみらいホール
大ホール

小ホール

大佛次郎記念館 25,593 29,127

合計 2,349,525 2,711,959

横浜赤レンガ倉庫1号館 488,536 593,949

横浜市磯子区民文化センター 83,392 86,185

横浜能楽堂 50,028 57,672

横浜にぎわい座 113,624 99,750

横浜市民ギャラリーあざみ野 84,438 95,344

横浜みなとみらいホール 471,004 529,689

横浜美術館 816,828 964,028

横浜市民ギャラリー 216,082 256,215

施設名 令和1年度（人） 平成30年度（人）

80% 2,711,959

全施設平均利用率
（ホールのみ集計）

施設利用者数

74% 2,349,525
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（4）施設・室場別利用状況

横浜美術館

区分 利用可能数 利用数 利用率 利用団体数 利用者数

企画展日数 ― ― ― ―

コレクション展日数 ― ― ― ―

開室日数 ― ― ― 42,255

― ― ― ― ― 60,757

日 283 236 83%

時間帯 849 492 58%

816,828

横浜市民ギャラリー

区分 利用可能数 利用数 利用率 利用団体数 利用者数

BF1 日 346 331 96% 50 30,888

１F 日 346 311 90% 50 55,026

２A 日 338 294 87% 53 56,614

２B 日 338 308 91% 53 6,370

３A 日 346 309 89% 53 51,632

３B 日 346 309 89% 53 6,465

日 346 180 52% 26 3,134

時間帯 692 307 44% 177 5,953

515 216,082

横浜市民ギャラリーあざみ野

区分 利用可能数 利用数 利用率 利用団体数 利用者数

１Ａ 日 344 316 92% 35 37,628

１Ｂ 日 344 316 92% 35 2,125

２Ａ 日 343 315 92% 35 24,515

２Ｂ 日 343 311 91% 35 2,479

日 345 272 79%

時間帯 1,031 485 47%

511 84,438

室場名

作品保管庫

アトリエ

展示室２階

アトリエ 371 17,691

合計（日） ―

室場名

展示室

合計 ―

室場名

展示室１階

レクチャーホール 141 16,566

合計 ―

展示室 697,250

美術情報センター

アトリエ、アートギャラリー1、2、その他
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横浜みなとみらいホール

区分 利用可能数 利用数 利用率 利用団体数 利用者数

日 290 265 91% 334 356,717

日 324 302 93% 362 74,502

日 326 215 66%

時間帯 897 427 48%

1 時間帯 984 724 74% 471 2,630

2 時間帯 983 689 70% 505 2,327

3 時間帯 985 641 65% 421 2,597

4 時間帯 983 706 72% 449 2,461

5 時間帯 983 758 77% 618 4,928

6 時間帯 983 750 76% 639 2,840

時間帯 917 286 31% 141 6,239

― 588 2,775

4,762 471,004

横浜能楽堂

区分 利用可能数 利用数 利用率 利用団体数 利用者数

日 341 128 38%

日 371 188 51%

時間帯 1,023 301 29%

1 時間帯

2 時間帯

3 時間帯

4 時間帯

1 時間帯 1,022 329 32% 329 3,576

2 時間帯 1,021 243 24% 243 3,275

3 時間帯 1,022 218 21% 218 3,011

4 時間帯 1,022 275 27% 275 3,291

2,227 50,028

横浜にぎわい座

区分 利用可能数 利用数 利用率 利用団体数 利用者数

日 329 234 71% 64 73,486

日 336 196 58% 112 30,556

時間帯 1,692 999 59% 192 5,467

時間帯 1,695 493 29% 95 4,115

463 113,624

その他

本舞台

制作室

合計 ―

合計 ―

室場名

芸能ホール

小ホール

練習室

第二舞台 301 4,635

研修室

楽   屋

1,023 397 39% 397

合計 ―

室場名

137 23,878

リハーサル室 234 12,988

練習室

レセプションルーム

室場名

大ホール

小ホール

1,023 327 32% 327 4,042

4,320
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横浜赤レンガ倉庫1号館

区分 利用可能数 利用数 利用率 利用団体数 利用者数

日 339 297 88% 50 153,278

Ａ 日 358 317 89% 38 112,822

Ｂ 日 358 317 89% 38 111,178

Ｃ 日 358 312 87% 38 111,258

164 488,536

大佛次郎記念館

区分 利用可能数 利用数 利用率 利用団体数 利用者数

日 298 110 37% 53 2,106

日 284 77 27% 56 2,404

開館日数 298 ― ― ― 21,083

25,593

横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場

区分 利用可能数 利用数 利用率 利用団体数 利用者数

日 318 220 69%

時間帯 947 538 57%

日 344 305 89% 306 15,019

時間帯 1,659 983 59% 610 13,383

Ａ 時間帯 1,691 983 58% 633 4,498

Ｂ 時間帯 1,650 904 55% 566 3,788

Ｃ 時間帯 1,711 974 57% 633 3,815

Ａ 時間帯 1,721 1,560 91% 1,349 1,460

Ｂ 時間帯 1,716 1,615 94% 1,373 2,023

Ｃ 時間帯 1,722 1,496 87% 1,245 2,394

6,854 83,392

会議室

室場名

会議室

和室

入館者

練習室

合計 ―

室場名

ホール

ギャラリー

リハーサル室

合計

合計

室場名

ホール

多目的スペース(２F)

37,012139

―

―
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６　芸術文化情報の収集及び提供

ホームページアクセス数

部署・サイト名 年間アクセス数（ｐｖ）

ヨコハマ・アートナビ 3,391,701

財団サイト 908,481

コドモ・アートナビ 67,552

横浜美術館 6,338,782

横浜みなとみらいホール 2,793,573

横浜能楽堂 1,091,129

横浜にぎわい座 2,985,672

横浜赤レンガ倉庫1号館 311,646

大佛次郎記念館 1,647,931

横浜市民ギャラリー 1,871,666

横浜市民ギャラリーあざみ野 2,605,395

横浜市磯子区民文化センター 143,106

アーツコミッション・ヨコハマ 1,124,558

創造都市横浜 1,863,343

アートサイト artsite.yafjp.org/ 50,077

横浜ダンスコレクション 137,538

27,332,150

（参考）　平成30年度年間総アクセス数　＝　29,631,684

総アクセス数　

yokohama-dance-collection.jp/

yokohama-sozokaiwai.jp/

acy.yafjp.org/

osaragi.yafjp.org/

ycag.yafjp.org/

www.sugigeki.jp/

artazamino.jp/

yokohama.art.museum/

akarenga.yafjp.org/

mmh.yafjp.org/

yokohama-nohgakudou.org/

nigiwaiza.yafjp.org/

kodomo.yafjp.org/
※11月以降はヨコハマ・アートナビに統合

p.yafjp.org/jp

ＵＲＬ

yan.yafjp.org/　　※10月まで
artnavi.yokohama/ 　※11月リニューアル
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７ 顧客満足度調査の概要 
 

（１）調査概要 

■実施期間 令和１年 4月～令和 2年 3月（12か月間） 

■実施事業 財団所管施設およびグループで実施した 450事業 

■調査方法 事業参加者への配布、または会場に配置したアンケート票への記入 

■共通質問項目 

下記 Q1～5を、各施設・グループに共通の質問項目として設定し集計 

Q1 全体評価「本日の（事業名）はいかがでしたか」 

Q2 接遇等評価「スタッフの対応やサービスはいかがでしたか」 

Q3 施設・設備等評価「当館の使い勝手や清潔さなど快適性はいかがでしたか」 

Q4 活動ニーズ調査 

「今後さらに取り組んでみたい文化活動はどのようなことですか（複数可）」 

Q5 居住地調査「どちらからご来場になりましたか」 

 

■選択肢 

Q1～3の選択肢 

①満足 ②やや満足 ③ふつう ④やや不満 ⑤不満 

 

Q4の選択肢 

①芸術文化の鑑賞 ②自演・自作活動 ③ワークショップ型体験講座等への参加 

④学習講座・講演会等への参加 ⑤事業企画や運営への参画 

 

Q5の選択肢 

①横浜市内 ②横浜市外の神奈川県内 ③東京都 ④埼玉県 ⑤千葉県 ⑥その他 

 

■集計方法 

Q１～Q3 

（「満足」の回答数×5点＋「やや満足」の回答数×4点＋「ふつう」の回答数×3点＋ 

「やや不満」の回答数×2点＋「不満」の回答数×1点）／（各設問の回答者数－各設問の無回答者数） 

＝顧客満足度 とする（小数点以下第 3位を四捨五入する） 

Q4 各選択肢の回答数を合計するとともに、下記により割合を算出 

各選択肢の回答数／（回答者数－Q4の無回答者数） 

Q5 各選択肢の回答数を合計するとともに、割合を算出 
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（２）調査結果 

調査実施事業の参加者数 521,256 人 

回答者数 17,143 人 

回収率 3.3％ 

 

 

Q1～3 顧客満足度調査 

項目 結果 備考 

顧客満足度調査（総合） 4.59  

質問別結果 Q1 4.68 全体評価 

Q2 4.52 接遇等評価 

Q3 4.56 施設・設備等評価 

 

 

 Q4 活動ニーズ調査結果（複数回答可） 

選択肢 結果 割合 

①芸術文化の鑑賞 10,860 77.3% 

②自演・自作活動 1,301 9.3% 

③ワークショップ型体験講座等 3,246 23.1% 

④学習講座・講演会等 3,266 23.2% 

⑤事業企画・運営 513 3.6% 

回答者数－Q4 の無回答者数 14,057  

 

 

Q5 居住地調査結果                              

選択肢 結果 割合 

①横浜市内 9,524 59.0% 

②横浜市外の神奈川県内 2,578 16.0% 

③東京都 2,273 14.1% 

④埼玉県 370 2.3% 

⑤千葉県 325 2.0% 

⑥その他 1,074 6.6% 

合計 16,144 100％ 

 

Q5 居住地割合 

①

横浜市内

59%②市外県内

16.0%

③東京都

14.1%

④

2.3%

⑤

2.0%

⑥

6.6%
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 ８　協賛・助成・寄附一覧

多くの皆さまからご協賛・ご寄附・助成をいただいて事業を実施しました。

*50音順、敬称略

有限会社アートン 株式会社 ケーエムミュージック パレ・ド・バルブ

株式会社ＩＨＩ横浜事業所 株式会社ＪＶＣケンウッド 古河電工パワーシステムズ株式会社

アサヒビール株式会社 シティー開発株式会社 ホテルエディット横濱

株式会社アルファ映像 シュテルン世田谷 三菱地所株式会社

アンジュ 杉田幼稚園 三菱電機ビルテクノサービス株式会社

Eat＆Smile セイコーホールディングス株式会社 ヤマハサウンドシステム株式会社

磯子カンツリークラブ 一般財団法人セガサミー文化芸術財団 株式会社ヤマハミュージックジャパン

株式会社浦辺設計 千代田化工建設株式会社 株式会社ヤマハミュージックリテイリング

ＮＴＴテクノクロス株式会社 株式会社ニコン

大佛次郎研究会 株式会社ニコンイメージングジャパン

株式会社オレンジアーク 西田装美株式会社 株式会社横浜アーチスト

菓子一 西村弘之 株式会社横浜赤レンガ

有限会社かなめ 株式会社ニックスサービス 横浜銀行

キヤノン株式会社 日産自動車株式会社 横浜信用金庫

株式会社崎陽軒 日本ゾーディアック株式会社 横浜信用金庫 藤棚支店

キリンビール株式会社 株式会社野村総合研究所 横浜セレモ株式会社

キリンビール株式会社横浜支社 野本園

京浜サービス株式会社 英エンジニアリング株式会社

寄附

公益財団法人 朝日新聞文化財団 公益財団法人 野村財団 株式会社 アイ・ティー・シー・エー

公益財団法人 花王芸術・科学財団 文化庁 上野 孝

神奈川県 加藤　一

公益財団法人 セゾン文化財団 中島　千波

一般財団法人 地域創造 有限会社日本ワールド開発

駐日スペイン大使館

独立行政法人日本芸術文化振興会

他、匿名３名/団体

協賛企業・団体等

助成機関

株式会社ヤマハミュージックリテイリング
横浜普及グループ

　

よこはまシニアボランティアポイント事業
（ボランティア登録者７名）
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 ９　助成金交付実績

以下のプログラムを通じ、合計 44,035,000 円 の助成金を交付しました。

（1）創造都市横浜における若手芸術家育成助成　クリエイティブ・チルドレン・フェローシップ ※順不同（単位:円）

No 活動内容 交付額

1 作家、舞台演出家 800,000

2 アーティスト 800,000

3 アーティスト・俳優 400,000

4 作曲家、演出家 800,000

5 美術家 850,000

6 アーティスト 800,000

7 美術家 400,000

小計 4,850,000

（2）クリエイティブ・インクルージョン活動助成

No 採択事業名 交付額

1
「アート・クリエィティブによる病院内コミュニケーショ
ン増進プロジェクト」

1,100,000

2 「寿町で子どもたちと山車まつりをしたいっ」 1,250,000

3 「修復のモニュメント」 800,000

4 「 広がれ！メッセンジャー事業」 500,000

小計 3,650,000

（3）ヨコハマ創造産業振興助成　新商品・サービス開発部門

No 事業名 交付額

1 「texi yokohamaプロジェクトの海外展示会出展事業」 1,366,000

2
「HOSPITILE（ホスピタイル）プロジェクト　医療×衣料が生
むイノベーション。超消臭・抗菌繊維商品の開発」

1,000,000

3
「DESIGNART TOKYO 2019出展を通じた　YMVの国
内プロモーション展開」

1,169,000

小計 3,535,000

（4）芸術創造特別支援事業リーディング・プログラム

No 採択事業名 交付額

1 「移動型！ダークルーム！」 7,000,000

2 「左近山アートフェスティバル！」 15,000,000

3
「生きづらさを抱える子ども・若者とつくるミュージカ
ルプロジェクト」

5,000,000

4
「猫の小林さんとあそぼう！プロジェクト」及び
「BankART school出張編」

5,000,000

小計 32,000,000

合計 44,035,000

NPO法人ヒューマンフェローシップ
（代表：岩本真実）

山形一生

布施琳太郎

主催団体

NPO法人ザ・ダークルーム・インターナ
ショナル　（代表：近藤宏光）

採択者

有限会社スタジオニブロール
（代表：矢内原充志）

採択者

神里雄大

玄宇民

高山玲子

額田大志

株式会社スタジオ・ゲンクマガイ
（代表：熊谷 玄）

一般社団法人技術発想融合協会
（代表：伊東祥次）

YOKOHAMA AIR ACT実行委員会
（代表：池田 修）

本間メイ

主催団体

アートマネジメントオフィス　アホイ！
（代表：塚田信郎）

竹本真紀

Yokohama Makers Village
（代表：藤澤秀行）

渡辺篤

あしおとでつながろう！プロジェクト
（代表：おどるなつこ）
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 10　後援事業一覧

№ 実施日程 主催者 会場 事業名

1
平成31年1月14日（月・
祝）～令和1年12月8日
（土）

シネマティック・アーキテクチャ東京
横浜市開港記念会館、他（市内各
区の市民センターなど）

ワークショップ│(re)DISCOVER  YOKOHAMA～ヨコハ
マ再発見  シーズン3

2 平成31年4月20日（土） Ange Musique 横濱ノアスコンサートサロン 木管五重奏とピアノによる～音の万華鏡～

3
平成31年4月28日（日）
～平成31年4月29日
（月・祝）

SPACE FACTORY
横浜市民ギャラリー 地下1階展示
室

SPACE FACTORY2019シリーズ“日本のこころ”
vol.4again 『二人の姫-木花之佐久夜毘売命と豊玉毘
売命－』～古事記「天孫降臨-日向三代の神々」より～

4 平成31年4月30日（火） NPO法人　横浜音楽協会 横浜みなとみらいホール　小ホール 第90回記念横浜新人演奏会

5
平成31年4月30日（火）
～令和1年5月2日（木）

横浜国際音楽祭実行委員会
横浜みなとみらいホール小ホール、
ノアスコンサートサロン、
関内ホール　他

横浜国際音楽祭

6
令和1年5月１日（水）～
令和1年6月30日（日）

横浜・演劇の会YES実行委員会
栄公会堂ホール、横浜市神奈川区
民文化センターかなっくホール、ス
ペース・オルタ 他

第25回横濱演劇祭

7 令和1年5月2日（木） 横浜アイメイト支援基金 横浜みなとみらいホール　大ホール 第１8回みなとみらいアイメイトチャリティコンサート

8
令和1年5月3日（金）～
令和1年5月5日（日）

公社）日本バレエ協会関東支部 関内ホール 2019 第17回　バレエコンクールIN横浜

9
令和1年5月7日（火）～
令和1年5月13日（月）

一般社団法人二紀会神奈川支部 横浜市民ギャラリーあざみ野 2019 第50回神奈川二紀展

10 令和1年5月11日（土）
神奈川子ども支援センターつなっ
ぐ設立準備委員会

関内ホール　小ホール
市民公開講座「子どものSOSを支援につなげる～私た
ちに何ができるか～」

11 令和1年5月22日（水） COCOHE
横浜市鶴見区民文化センター　サ
ルビアホール音楽ホール

超入門オペラコンサート～社会人なら教養として絶対
に知っておきたいオペラの基本

12
令和1年5月24日(金)～
令和2年2月28日(金）

横浜バロック室内合奏団 横浜みなとみらいホール　小ホール
横浜バロック室内合奏団2019年度定期演奏会シリー
ズ

13 令和1年5月25日（土） 一般社団法人HarmonyAI
横浜市神奈川区民文化センター
かなっくホール

新しい時代を歓ぶコンサート Hope for Peace

14 令和1年5月26日(日） スタジオ　エスポワール 神奈川県民ホール　小ホール
村田望ヴォーカルリサイタル vol.10～アプローズに感
謝！ミュージカル誕生まで～

15 令和1年5月31日（金） artpocket company 横浜みなとみらいホール　小ホール artpocket series in Yokohama No.3《Melody Ⅱ》

16 令和1年6月1日（土） 横浜の文化を愛する会 関内ホール　大ホール 横浜オペラ第４回公演

17
令和1年6月8日（土）～
令和1年 6月9日（日）

ヨコハマハンドメイドマルシェ実行
委員会

パシフィコ横浜B・Ｃ・Ｄホール ヨコハマハンドメイドマルシェ 2019

18
令和1年6月10日（水）～
令和1年6月16日（日）

日米国際作家交流展 神奈川県民ホール第5展示室 第1回　横浜ーテキサス国際交流展　2019

19 令和1年6月15日（土） 帆船日本丸を愛する男声合唱団 神奈川県立音楽堂 帆船日本丸を愛する男声合唱団第24回定期演奏会

20 令和1年6月25日（火）
ティータイム歌声コンサート実行委
員会

横浜イギリス館 ティータイム歌声コンサート

21 令和1年6月30日（日） NPO法人　横浜音楽協会 横浜市南公会堂 第29回　ローズコンサート

22
令和1年6月30日(日)、令
和1年7月6日（土）

NPO法人横浜シティオペラ 神奈川県民ホール（小ホール）
横浜シティオペラ　歌曲コンサートシリーズ‘19
《歌曲の花束》Vol.11　Vol.12

23
令和1年7月1日（月）～
令和2年1月11日

日本ピアノ研究会 神奈川県立音楽堂、他
第15回南関東ジュニアピアノコンクール
第15回南関東ピアノオーディション
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24 令和1年7月2日（火）
神奈川県美容業生活衛生同業組
合

横浜産貿ホール「マリネリア」
ＢＥＡＵＴＹ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＤＲＥＡＭ　2019
第40回神奈川県美容技術選手権大会

25
令和1年7月3日（水）～
令和1年７月8日（月)

一般財団法人全日本海員福祉セ
ンター

横浜赤レンガ倉庫1号館　2階ス
ペースA B C

第30回人と海のフォトコンテスト「マリナーズ・アイ展」

26 令和1年7月13日（土） とっておきのステージ実行委員会 神奈川県立音楽堂
第２7回 とっておきのステージ 「市瀬孝子マリンバコン
サート　心に響く名曲の調べ」

27 令和1年7月14日（日） YSE弦楽合奏団 磯子公会堂 YSE弦楽合奏団　第7回演奏会

28
令和1年7月15日（月・
祝）

合唱団「道」 神奈川県立音楽堂 合唱団「道」定期演奏会

29 令和1年7月20日（土） 造形教育をもりあげる会
横浜ワールドポーターズ6階イベン
トホールA・B

第63回造形教育研究大会

30 令和1年7月21日（日）
横浜音楽文化協会よこはまマリン
コンサート実行委員会

横浜みなとみらいホール（大ホー
ル）

第28回よこはまマリンコンサート「トリッチ・トラッチ・シュ
トラウス」Tritsch-Tratsch-Strauss ～ウィンナーワルツ
と夏の思いで～

31 令和1年7月28日（日） 旭ジャズまつり実行委員会
横浜市旭区　こども自然公園　野球
場　特設ステージ

第30回　‘19旭ジャズまつり

32
令和1年7月29日（月）～
令和1年7月30日（火）

横浜美術大学 横浜美術大学
美術の先生のためのリフレッシュ講座
-新しい美術科の題材研究・実技研修会-

33
令和1年7月29日（月）～
令和2年1月4日（土）

一般財団法人日本演奏家協会
横浜みなとみらいホールほか全国
で30日間開催

第21回日本演奏家コンクール

34
令和1年7月31日（水）～
令和1年8月1日（木）

横浜美術大学 横浜美術大学 中学生のための美術教室「美術部やろうＺ」

35 令和1年8月11日(日)
YOKOHAMA ゴスペルフェスティバ
ル実行委員会

神奈川県民ホール（大） （小）
YOKOHAMA ゴスペルフェスティバル VOL.12　横濱ゴ
スペル祭 2019

36 令和1年8月12日（月祝） 横浜楽友協会吹奏楽団 神奈川県立音楽堂 横浜楽友協会吹奏楽団第４１回定期演奏会

37 令和1年8月18日（日） kｉの会 横浜市港北公会堂 愛するこどものうた20

38 令和1年8月18日（日） NPO法人横浜シティオペラ
横浜市港南区民文化センター　ひ
まわりの郷

四季の歌シリーズ 25 《 晩夏 》

39
令和1年8月22日（木）～
令和1年8月25日(日）

有限会社ひとみ座 県民共済みらいホール
人形劇団ひとみ座
「9月0日大冒険」

40
令和1年8月24日（土）～
令和1年8月24日（土）

手話パフォーマンスきいろぐみ
横浜市港南区民文化センター「ひま
わりの郷」

手話パフォーマンスきいろぐみ 30周年
ファミリー手話ミュージカル2019　「手話とらの星」

41 令和1年8月25日（日） AFRICULTURE Kosha33
体験！アフリカ音楽コンサート
「セネガル物語」

42
令和1年8月27日（火）、
28日（水）

ＮＰＯ法人65歳からのアートライフ
推進会議

横浜市青葉区民文化センター　フィ
リアホール

「65歳からのアートライフ」第29回コンサート（声楽・器
楽）

43 令和1年9月1日（日）
港南JAZZフェスティバル実行委員
会

横浜女子短期大学　講堂
横濱JAZZ PROMENADE 関連イベント
港南JAZZフェスティバル2019

44
令和1年9月17日（火）～
令和1年9月23日（月・
祝）

劇団唐ゼミ☆
日本丸メモリアルパーク内 特設テ
ント劇場
（CタワーとDタワーの間）

劇団唐ゼミ☆第29回公演
「ジョン・シルバー」三部作 一挙上演

45 令和1年9月19日(木) 神奈川県住宅供給公社 神奈川県立音楽堂
～みんなで歌おう　いきいきと～
第5回　ヴィンテージ・ヴィラ “歌”の発表会

46 令和1年9月20日（金） 横浜バロック室内合奏団 横浜みなとみらいホール　小ホール
バッハ　無伴奏ヴァイオリン全6曲演奏会
ヴァイオリン　小笠原伸子

47
令和1年9月20日（金）～
令和1年11月4日（月・
祝）

特定非営利活動法人
黄金町エリアマネジメントセンター

京急線「日の出町駅」から「黄金町
駅」の間の高架下スタジオ、周辺の
スタジオ、地域商店、屋外、他

黄金町バザール2019 - ニュー・メナジェリー
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48
令和1年9月22日（日）、
令和1年12月6日（金）～
令和1年12月7日（土）

NPO法人横浜シティオペラ
神奈川県立音楽堂
横浜みなとみらいホール　小ホール

第29回神奈川オペラフェスティバル’19
第1夜 オペラ・ガラコンサート　第2夜 オペラ『ドン・ジョ
ヴァンニ』

49 令和1年9月26日（木） 社会福祉法人　横浜いのちの電話
横浜市市民文化会館　関内ホール
（大ホール）

社会福祉法人　横浜いのちの電話 「秋の催し」

50 令和1年9月29日（日） kｉの会 横浜市港北公会堂 愛するおとなのうた5

51
令和1年10月1日（火）～
令和1年11月29日（金）

NPO法人美術保存修復センター横
浜

横浜市開港記念会館
未来に繋ごう、皆んなの!!横浜の!!歴史・文化・芸術!!-美
術品修復プロジェクト-

52 令和1年10月6日（日） お三の宮　神社フェス実行委員会
お三の宮　日枝神社(境内、神社前
道路、周辺エリア)

お三の宮　神社フェス 2019

53
令和1年10月11日(金)～
令和1年10月14日(月)

寺家回廊運営委員会
横浜市青葉区寺家町及び周辺の
各アトリエ・工房・ギャラリー

Art＆Craft 寺家回廊 13th

54
令和1年10月12日（土）
～令和1年10月13日
（日）

ヨコハマハンドメイドマルシェ実行
委員会

パシフィコ横浜　A・Bホール ヨコハマハンドメイドマルシェ 秋

55
令和1年10月14日（月・
祝）～令和1年11月24日
（日）

ピティナYokohamaみらいステー
ション

(1)横浜市磯子区民文化センター
杉田劇場 ホール　(2)横浜市港南
区民文化センター ひまわりの郷
ホール

2019ピティナ・ピアノステップ横浜みらい(1)(2)地区

56
令和1年10月19日（土）
～令和1年10月20日
（日）

「横浜よさこい祭り～良い世さ来
い」実行委員会

馬車道通り、関内ホール、象の鼻
パーク(開港の丘・波止場)、赤レン
ガパーク、運河パーク

第四回「横浜よさこい祭り～良い世さ来い」

57 令和1年10月26日（土） 横浜市民踊協会
横浜市男女共同参画センター
フォーラム横浜

第58回「秋のおどり」発表会

58 令和1年10月29日（火）
カンツォーネ・パラディーゾ実行委
員会

吉野町市民プラザホール カンツォーネ・パラディーゾ 2019

59
令和1年10月30日（水）
～令和1年11月11日
（月）

横浜美術協会 横浜市民ギャラリー 第75回記念ハマ展

60 令和1年11月7日（木） 神奈川県合唱連盟 横浜みなとみらいホール　大ホール
第25回ヴィサン《人生百歳》ジョイント・コーラス フェス
ティバル in よこはま

61
令和1年11月9日（土）～
令和1年11月10日（日）

日本高等学校吹奏楽連盟 横浜みなとみらいホール　大ホール 第21回全日本高等学校吹奏楽大会 in 横浜

62 令和1年11月14日（木） 横浜音楽文化協会 横浜市開港記念会館
おん・ぶん・きょう第1回ピアノライブコンサート
～クララ・シューマンとその周辺～

63
令和1年11月14日(木)～
令和1年11月17日(日)

公益社団法人神奈川県芸術舞踊
協会

神奈川県立音楽堂
第34回ヨコハマ・コンペティション（神奈川県芸術舞踊
祭Ｎo.110）

64 令和1年11月18日（月） みなとみらい昼どき合唱団 横浜みなとみらいホール　小ホール
HIRUDOKI  Concert   2019
尾花輝代允とみなとみらい昼どき合唱団　第9回定期
演奏会

65
令和1年11月23日（土）
～令和1年11月24日
（日）

全国・市民トロンボーンアンサンブ
ルフォーラム

横浜市緑区民文化センター「みどり
アートパーク」

第7回　全国・市民トロンボーンアンサンブルフォーラム

66 令和1年11月30日（土） 株式会社ディーランド BUKATSUDO HAPPENINGS

67
令和1年12月6日（金）～
令和1年12月7日（土）

関東学院大学シェイクスピア英語
劇実行委員会

神奈川県民共済みらいホール 関東学院大学シェイクスピア英語劇第68回公演

68 令和1年12月8日（日） COCOHE
横浜市鶴見区民文化センター　サ
ルビアホール

クリスマス電車！出発進行！
子供たちにプレゼントしたいミュージカル＆クラシック音
楽

69 令和1年12月13日(金) 横浜混声合唱団 神奈川県立音楽堂（木のホール）

三三七拍子合唱コンサート⑨　～横浜音楽散歩シリー
ズ⑨～
～『横浜開港』160周年をお祝いして～　三つの合唱組
曲『よこはま』

70 令和1年12月14日（土） 横浜国立大学民謡研究会合唱団 横浜市都筑公会堂 横浜国立大学民謡研究会合唱団　第60回発表会
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71 令和1年12月15日（日） “音楽のまち SEYA”実行委員会 瀬谷公会堂 瀬谷区民100人でベートーヴェンの第九を歌おう

72 令和2年1月10日（金） 横浜音楽文化協会 横浜みなとみらいホール　小ホール 第32回　ヨコハマ・ワーグナー祭

73 令和2年1月12日（日） Ｋぴあのカンパニー
カワイ横浜　イベントサロン「プラー
ジュ」

ヨコハマ・クラシックス vol.4

74
令和2年1月12日（日）～
令和2年12月20日（日）

シネマティック・アーキテクチャ東京
横浜市イギリス館、開港記念会館
ほか（市内各区の市民センターな
ど）

ワークショップ│(re)DISCOVER YOKOHAMA～ヨコハ
マ再発見 シーズン4

75
令和2年1月14日（火）～
令和2年1月19日（日）

横浜開港アンデパンダン展実行委
員会

横浜市民ギャラリー、伊勢山皇大
神宮

第8回横浜開港アンデパンダン展

76
令和2年1月24日（金）～
令和2年1月27日（月）

福知山市
横浜赤レンガ倉庫1号館　スペース
A・B・C　他

第19回福知山市佐藤太清賞公募美術展

77
①令和2年1月29日（水）
②令和2年1月30日（木）

ＮＰＯ法人65歳からのアートライフ
推進会議

青葉区民文化センター　フィリア
ホール

①第30回65歳からのアートライフコンサート（声楽・器
楽）
②第30回記念特別企画選ばれて輝くコンサート

78 令和2年1月31日（金） COCOHE
横浜市港南区民文化センター　ひ
まわりの郷　ホール

音楽 de 世界旅行
子どもと楽しむ0歳からのコンサート

79 令和2年2月1日（土） NPO法人　横浜音楽協会
横浜市神奈川区民文化センター
「かなっくホール」

第27回よこはまベイサイドコンサート

80
令和2年2月7日（金）～
令和2年10月31日（土）

ストリートファニチャーコンペ運営
委員会

みなとみらいギャラリー、キクシマ
関内ビル 4F、象の鼻テラス(予定)、
グランモール公園周辺(予定)

第4回まちを楽しくするストリートファニチャーデザインコ
ンペティション

81 令和2年2月8日（土）
YOKOHAMA本牧ジャズ祭実行委
員会

横浜市開港記念会館
YOKOHAMA本牧ジャズ祭冬の陣
アマチュアジャズバンドフェスティバル Vol.8

82 令和2年2月11日（火） 横濱音泉倶楽部 関内ホール
横濱音泉倶楽部FESTIVAL 2020 YOC 歌謡祭 ～令和
につなぐ歌謡Show～

83 令和2年2月16日（日） 横浜市民吹奏楽団 横浜みなとみらいホール　大ホール 横浜市民吹奏楽団　第74回定期演奏会

84 令和2年2月23日（日） kｉの会 横浜市港北公会堂 愛するおとなのうた6

85 令和2年3月5日(木) 社会福祉法人　横浜いのちの電話
横浜市戸塚区民文化センター　さく
らプラザ　ホール

横浜いのちの電話「春の映画会」

86 令和2年3月15日（日） kｉの会 横浜市港北公会堂 愛するこどものうた21

87 令和2年3月28日（土） 語りと音楽　花音 横浜みなとみらいホール　小ホール 花音朗読コンサート　結成15周年記念
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11 理事会及び評議員会に関する事項 
 

（１） 理事会 

 

【第 1回】 

開催年月日 令和 1年 6月 5日 

議 案  

第 1号議案  平成 30年度事業報告及び決算報告について 

第 2号議案  規程の改正について 

ア 臨時職員就業規程の改正 

第 3号議案  令和 1年度第 1回評議員会の開催について 

報 告 事 項 

ア 平成30年度横浜市との協約達成状況について 

イ 職務の執行状況について 

【第 2回】 

開催年月日 令和 1年 6月 24日 

議  案 

第１号議案  代表理事及び業務執行理事の選定並びに代表理事たる理事長及び 

代表理事たる専務理事の選定について 

【第 3回】 

開催年月日 令和 1年 11月 27日 

議     案 

 なし 

報 告 事 項 

ア 令和1年度仮決算について 

イ 職務の執行状況について  

【第 4回】（みなし決議） 

決議があったものとみなされた日  令和 2年 2月 10日 

決議があったものとみなされた事項 

第１号議案 重要な使用人の選任について 

【第 5回】（みなし決議） 

決議があったものとみなされた日  令和 2年 3月 10日 

決議があったものとみなされた事項 

第１号議案 令和 2年度事業計画書、収支予算書及び資金調達及び 

設備投資の見込みについて 

第 2号議案 規程の改正について 

ア 職員就業規程の改正 

イ 職員給与規程の改正 

ウ 臨時職員就業規程の改正 
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エ 旅費規程の改正 

第 3号議案 令和 1年度第 2回評議員会の決議省略について 

    ① 評議員会決議の省略を行う 

② 評議員会の目的である事項 

理事の辞任に伴う後任者選任について 

③ 報告事項 

令和 2年度事業計画書、収支予算書及び資金調達及び 

設備投資の見込みについて 

【第 6回】（みなし決議） 

決議があったものとみなされた日  令和 2年 3月 25日 

決議があったものとみなされた事項 

第１号議案 業務執行理事の選定について 

 

 

（２）評議員会 

【第 1回】 

開催年月日 令和 1年 6月 24日 

議     案 

第 1 号議案 平成 30 年度事業報告及び決算報告について 

第 2号議案  役員（理事）の選任について 

 報 告 事 項 

ア 広報・ACYグループの活動状況について 

イ 企画展「Meet the Collection-アートと人と、美術館」の開催状況について 

【第 2回】（みなし決議） 

決議があったものとみなされた日  令和 2年 3月 19日 

決議があったものとみなされた事項 

第１号議案  理事の辞任に伴う後任者選任について 

報告があったものとみなされた事項 

令和 2年度事業計画書、収支予算書及び資金調達及び設備投資の 

見込みについて 
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12 運営施設一覧 

 

（1） 運営施設 

 施設名 所在地 施設内容 

1 横浜美術館 
西区みなとみらい 

3-4-1 

展示室（7室、2,668㎡） 

市民のアトリエ（586㎡）、子どものアトリエ（631㎡） 

美術情報センター（935㎡） 

アートギャラリー１（195㎡）アートギャラリー２（167㎡） 

ミュージアムショップ、レクチャーホール（240席） 

2 横浜みなとみらいホール 
西区みなとみらい 

2-3-6 

大ホール（2,020席）、小ホール（440席） 

リハーサル室（212㎡）、レセプションルーム（176㎡） 

音楽練習室（6室） 

3 横浜能楽堂 
西区紅葉ケ丘 

27-2 

本舞台（486席）、第二舞台 

研修室（4室）、展示廊等 

4 横浜にぎわい座 中区野毛町3-110-1 
芸能ホール（391席）、小ホール 

練習室、制作室 

5 横浜赤レンガ倉庫１号館 中区新港 1-1-1 ホール（最大 444席）、多目的スペース（3室）等 

6 大佛次郎記念館 中区山手町 113 
展示室（35㎡）、ギャラリー（64㎡）、記念室、閲覧

室、サロン、会議室、和室 

7 横浜市民ギャラリー 西区宮崎町 26-1 展示室（1,146㎡）、アトリエ（148.6㎡） 

8 横浜市民ギャラリーあざみ野 
青葉区あざみ野南 

1-17-3 
展示室（610㎡）、アトリエ（142㎡）、アートプラザ 

9 
横浜市磯子区民文化センター 

杉田劇場 

磯子区杉田 1-1-1 

らびすた新杉田 4F 

ホール（310席）、ギャラリー（110㎡）、リハーサル室 

会議室（3室）、練習室（3室）等 

 

（2） 指定管理者の共同事業体の一員として管理運営に参加している施設 

 施設名 所在地 施設内容 

1 
横浜市緑区民文化センター 

みどりアートパーク 
緑区長津田 2-1-3 

ホール（334席）、ギャラリー（123㎡）、 

リハーサル室、練習室（3室）、会議室等 

2 横浜市吉野町市民プラザ 南区吉野町 5-26 
多目的ホール（200席）、スタジオ（3室） 

ギャラリー（140㎡）、会議室等 

3 横浜市岩間市民プラザ 
保土ケ谷区岩間町 

1-7-15 

ホール（185席）、スタジオ（4室）、ギャラリー（85㎡） 

リハーサル室、レクチャールーム等 

4 
横浜市市民文化会館 

関内ホール 
中区住吉町 4-42-1 

大ホール（1,038席）、小ホール（264席） 

リハーサル室（4室）等 
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