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2016

11 月

コンクールもパフォーマンスもお祭りも！
アートサイトラウンジ vol.11 も開催します。
地域の文化芸術活動をサポートするヨコハマアートサイト 2016。
今月は、全国から作品を募集した手づくり紙芝居コンクールの審査会や、
青葉区で行われるパフォーマンスイベント「BAMBOOOM (バンブーン)」などが開催。
毎回異なる切り口で横浜の地域文化について考えるアートサイトラウンジも開催します。
連続シンポジウム アートサイトラウンジ vol.11～12
横浜というまちでアートと地域の関わりについて考える・交流する場アートサイトラウンジ。
vol.11 ×NPO 法人打楽器コンサートグループ・あしあと 「子どもがアートと育つ場所」
打楽器コンサートグループ・あしあとの活動報告や、青少年が生きる力を育むための支援を行うフリースペースみなみの
取り組みを紹介。子どもが育つ過程でのアートや体験活動の重要性を考えます。
【日時】11/4（金）19:00-20:45【会場】横浜市技能文化会館視聴覚研修室 801（中区万代町２丁目４番地７）
【出演】奥田宏明（特定非営利活動法人教育支援協会南関東 フリースペースみなみ）／半谷麻意子（NPO 法人打楽器コン
サートグループ・あしあと）／池野ひとみ（NPO 法人打楽器コンサートグループ・あしあと）

vol.12 ×アーティストネットワーク+コンパス

「ものづくり～工場とアートワークの関わり～」

アーティストネットワーク+コンパスの活動経緯を中心に、アーティストや企業などによるパネルディスカション。さまざ
まな視点から、工場とアートワークのこれからを語ります。
【日時】11/12（土）16:00-18:00【会場】山陽印刷（株）内（金沢区福浦 2-1-13）
【出演】秋山桂子（山陽印刷（株）代表取締役／アーティストネットワーク+コンパス代表）／坪倉伸明（（株）坪倉興業
代表取締役）／田中清隆（アーティスト／会社まるごとギャラリープロデューサー）／本多竜太（関東プリンテック（株）
常務取締役／PIA フェスタ実行委員メインプロデューサー）
◇参加申し込みの際は、お名前・参加希望の回（vol.11～12）・連絡先メールアドレスをメール（office@y-artsite.org）
または FAX（045-325-0414）でお知らせください。

SLOW ACADEMY 実践シリーズ&ヨコハマ・パラトリエンナーレ準備連続講座／特定非営利活動法人スローレーベル http://www.slowlabel.info/
SLOW ACADEMY 実践シリーズ&ヨコ
ハマ・パラトリエンナーレ準備連続講
座

11/6 13:00

横浜ラポール(新横浜駅)

インクルシブな創作の現場を担う市民を育てる全６回の学
びの場。実践シリーズ３「演劇」。単発参加可能。

子どものためのアート・音楽・ダンスをいっぺんに楽しむわくわくワークショップシリーズVol.5／認定ＮＰＯ法人あっちこっち http://acchicocchi.com/

プレワークショップ

11/19～20

ひらがな商店街アートスペ
ース「と」（石川町駅）

さかえ egao フェスティバル／さかえ egao プロジェクト

さかえ egao フェスティバル

11/26 9:00

みんなのトンネルプロジェクション

11/27 10:00

http://ega-oproject.com/

栄公会堂(本郷台駅)

みんなのトンネルプロジェクト／神奈川区魅力さかせ隊

11/27 13:30

高島山トンネル(東横フラワ
ー緑道内)（反町駅）

東白楽駅から横浜駅間の線路跡を利用した東横フラワー
緑道。その中のトンネル内に暗闇を作り、プロジェクターを
使って、映像を投影するプログラムです。

http://www.sakae-art.jp/

小菅ヶ谷地域ケアプラザ
（本郷台駅）

第 18 回金沢文庫芸術祭／金沢文庫芸術祭実行委員会

http://www.bunko-art.org/

第 18 回金沢文庫芸術祭

金沢区内および近郊のカフ
ェ、ギャラリー、アーティスト
宅や街角

9/18～11/15

絵本作家とミュージシャンによる紙芝居／ワークショップ／
えがおのコンテスト／小さな美術館・作家の製品の展示／
劇団さわたり組による宮沢賢治二人芝居など。

https://www.facebook.com/km.sakase/

さかえ de つながるアート 2016／さかえ de つながるアート
アート de スクール「自然のめぐみをい
かして草木染をしてみませんか」

エリック・サティの音楽をピアノ演奏で聴きながら、切ったり
貼ったり絵の具を使ってモノづくりをしてみよう♪各日二部
制の４プログラム。要申込。

PART42「ウコンと藍の重ね染め」ウコンの黄色と淡い藍を
重ね染めしてみませんか。黄緑や青緑に染めることができ
ます。500～2300 円（材料により）。

クリエイターやパフォーマーによる作品展示、ワークショッ
プ、演劇やコンサート、パフォーマンス。詳細はウェブで。

＜裏面あり＞

「会社まるごとギャラリー2016」／アーティストネットワーク＋コンパス http://www.anc3434.com/
「It’s worth it!」展～それだけの価値
がある！～ギャラリーツアー

フリンジキーホルダーをつくろう

11/12、15、26

山陽印刷、山装、坪倉興
業、鶴見金網 社屋内外
（市大医学部駅）

テーマ「It’s worth it!」に基づき、印刷会社のオフィスな
ど、普段は展示施設でない「会社」を会場とする展覧会。
要申込。10：00／14：00（11/26 は 10:00 の回のみ）。

11/26 14:00

山陽印刷社屋(市大医学部
駅)

アーティスト MIZUE さんと、印刷工場から出る廃材の不織
布を割いて、切ってそれを束ねてフリンジのキーホルダー
にします。800 円（保険料含む）。要申込。

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

http://ameblo.jp/kadobeya2010/

ほぐまり手あて塾

11/1 19:00

カドベヤ(石川町駅)

身体の響きを聴いて、調えよう。手あてする人も受け
る人も、軽くなりましょう。500 円（夕食込）。

からだを聴く

11/8 19:00

カドベヤ(石川町駅)

ふだん知らないうちに力を入れているからだを伸ば
してゆるめて動いてみます。500 円（夕食込）。

からだを使ったゲーム大会

11/15 19:00

カドベヤ(石川町駅)

忘れていた懐かしの遊び、思ってもいない新しい遊び
がカドベヤをパーティ会場にします。500 円（夕食込）。

みんなでふらふらフラダンス

11/22 19:00

カドベヤ(石川町駅)

夏は過ぎたけれど、心はハワイ。そよぐ秋風に体を任
。
せて、南の島へ気持ちはひとっとび。500 円（夕食込）

自分の声を見つける、朗読をきく
その 4

11/29 19:00

カドベヤ(石川町駅)

朗読をたのしみましょう！広告でも、落書きでも、哲
学書でも、何でも朗読できます。500 円（夕食込）。

障害者も健常者も分け隔てなく生きた芸術を目指して拡げようリビングアートネットワーク／リビングアートネットワーク http://www.livingart.red/
リビングダンスパーティ！vol.1

11/3 15:00

横浜にぎわい座小ホール
(桜木町駅)

障害者も健常者も分け隔てなく楽しめるダンスフェス。ノリ
ノリの DJ とダンスホールで踊ろう。500 円。

ゼロボディワークショップ

11/2、9、30

ともだちの丘（大倉山駅）

障害者と健常者が分け隔てなく楽しめる演劇を主体とした
ワークショップ。初心者クラス、中級者クラス共に 500 円。

黒沢美香ダンスワークショップ

11/25 10:00

ともだちの丘（大倉山駅）

障害者と健常者が分け隔てなく楽しめるダンスを主体とし
たワークショップ。500 円。

リビングアートシンポジウム

11/27 19:00

長者スタジオ(関内駅)

全員参加のディスカッションあり。リビングアート（生きてい
る芸術）の可能性を探ります。無料。

第 17 回手づくり紙芝居コンクール／紙芝居文化推進協議会

http://kamibunkyo.jimdo.com/

手づくり紙芝居ライブと交流会その１

11/5 13:30

横浜市市民活動支援センタ
ー（桜木町駅）

手づくり紙芝居コンクール応募者による思いのこもった実
演で、会場がひとつに。どなたでも観覧できます。無料。

手づくり紙芝居ライブと交流会その 2

11/19 13:30

横浜市立南図書館（弘明寺
駅）

手づくり紙芝居コンクール応募者による思いのこもった実
演で、会場がひとつに。どなたでも観覧できます。無料。

あなたが主役の実演会
紙芝居クリニック

11/26 10:00

神奈川県立青少年センター
多目的プラザ（桜木町駅）

手作り紙芝居実演会と、紙芝居作家による作品アドバイス
コーナー。観覧自由、無料。全応募作品 253 点の展示も。

本審査会・表彰式

11/27 10:50

神奈川県立青少年センター
多目的プラザ（桜木町駅）

グランプリ、横浜市長賞と観客賞が選ばれます。特別賞受
賞作品の発表会や応募作品の展示も。観覧自由、無料。

過去入賞作品の展示会

11/28 10:00

神奈川県立図書館 １階会
議室（桜木町駅）

過去３年間の入賞作品のコピーや記念冊子を展示。

育ちあいフェスタ 2016「BAMBOOOM (バンブーン)」／たまプラ一座まちなかパフォーマンスプロジェクト

http://tamapro.wp.xdomain.jp/

メイクアップワークショップ

11/3 13:00

WISE Living Lab(たまプラー
ザ駅)

自分たちでイベント用のメイク、フェイスペイントができるよ
うになるためのワークショップ。この機会に是非、プロからメ
イクアップを学んでみませんか？要予約、500 円。

まちなかパフォーマンス BAMBOOOM

11/20 14:40

美しが丘公園(たまプラーザ
駅)

今年のテーマは、竹！竹と響き合う日本の感性をもう一度
みんなで体験し、竹楽器の演奏や、合唱、ダンスなどで構
成した、オリジナルパフォーマンスを作り上げていきます！
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