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第20回金沢文庫芸術祭/金沢文庫芸術祭実行委員会
子供大型絵画プロジェクト

8/1-31

アサバアートスクエア、文庫
幼稚園他(金沢文庫駅など
駅)

幼稚園や小学校などで子供達と実行委員とで大型絵画を制作
するツアー。作品はオープニングフェスティバルやアートラリ
ーで展示

横浜・藤棚シネマ商店街 2018 横浜在住イラストレーター・タムラフキコのキセキ/横浜・藤棚シネマ商店街実行委員会
タムラフキコ イラスト展
タムラフキコさんによるこどもイ
ラスト講座

8/4.5.11

シネマノヴェチェント(戸部
駅)

横浜在住のイラストレーター・タムラフキコさんが、お気に入
りの映画ワンシーンを独自のタッチで描いたイラストを映画
のポスターと共に展示

8/4
14:00

藤棚デパートメント(戸部
駅)

タムラフキコさんによるこどもイラスト講座

カドベヤ・オープンDAY―つどおう・かたろう・つながろう／居場所「カドベヤで過ごす火曜日」運営委員会
ほぐまり手あて塾

8/7
19:00

カドベヤ(石川町駅)

手を使って身体の響きを聞いて、調えてあげよう。参加費 500
円。

だべってダンス

8/14
19:00

カドベヤ(石川町駅)

足指体操から始めます。おしゃべりしながら動いてると、いつ
の間にかダンスが生まれます。参加費 500 円。

ぼくもあなたもコレオグラファー

8/21
19:00

カドベヤ(石川町駅)

こんな風に動いてほしい、こんな動きを見たいということを相
手に伝えてみましょう。参加費 500 円。

はじめの仏教

8/28
19:00

カドベヤ(石川町駅)

そもそものお釈迦さまのお話から、ごく初期の仏教説話につい
て語り合いたいと思います。 参加費 500 円。

横浜山手今昔 ＜絵葉書の世界～新関光二コレクション～＞/特定非営利活動法人横浜山手アーカイブス
横浜山手今昔 ＜絵葉書の世界～
新関光二コレクション～＞

8/9-14

山手 234 番館(元町・中華街
駅)

未公開コレクションを中心に、古写真・絵葉書に見る幕末・明
治の山手を紹介します。入場無料。ギャラリートークも予定。

米からアート「二つの米から考える」/都筑アートプロジェクト
特別講座 横浜の農業

8/11
14:00

Art Space 赤い家(田奈駅)

クロージング線香花火大会

8/12
18:00

Art Space 赤い家(田奈駅)

青葉グリーンファーム代表の内藤泉さんに、在来種を使った無
農薬野菜の栽培や農業の未来について熱く語っていただきま
す。
田んぼや川を眺めながらの打ち上げパーティーです。暗くなっ
てからは線香花火を楽しみましょう！参加費 500 円＋ドリン
ク代

LITTLE ARTISTS LEAGUE YOKOHAMA ART PROGRAM 2018 ～子どもの感性を磨く多文化共生グローバルアート活動～/LITTLE ARTISTS LEAGUE YOKOHAMA
モネの蓮池を作ろう MAKE MONET'S
WATER LILY POND

8/13-15

象の鼻テラス(日本大通り
駅)

モネの名画をテーマにダンボールと絵の具で蓮池を制作する
サマーキッズアトリエ。参加費：500 円、対象：一般

第19回手づくり紙芝居コンクール/紙芝居文化推進協議会
ボイストレーニング
ろ

声でつなが

8/14
13:00

横浜市市民活動支援センタ
ー セミナールーム(桜木町
駅)

演劇アドバイザーの指導でストレッチと発声練習。お茶のボラ
ンティア団体によるティータイムのあと、プリートーク。参加
費５００円

みどりアートパークリハー
サル室(長津田駅)

ぷかぷかさんと地域の人たちによる演劇ワークショップ。参加
費大人 1000 円、子ども 500 円

みんなでワークショップ/NPO法人ぷかぷか
みんなでワークショップ

8/18
09:15

アート・フォー・コミュニティ～若手アーティスト達が人と地域コミュニティをつなぐためのスタート事業～/NPO 法人あっちこっち
WaWaWa! MM 駅ナカ祭り

8/18

みなとみらい駅

ピアノの生演奏でダンス！浴衣でのご参加大歓迎です。参加費
無料。13:00～／15:30～

そのままで輝こう♪～ゴスペルコンサート＆ワークショップ～/洋光台ママゴスペルサークル なないろハーモニー
ゴスペルワークショップ

8/20
10:30

洋光台四丁目自治会館(洋光
台駅)

ゴスペルディレクター、ピアニストによるワークショップ。お
子さま連れのママはもちろん、どなたでも大歓迎。１回５００
円。

横浜下町パラダイスまつり 2018＋よこはま若葉町多文化映画祭 2018/横浜下町パラダイスまつり実行委員会
Art in Context : Learning from
the Field を読む会

8/1、8/8

横浜パラダイス会館(黄金町
駅)

10 か国のアジアの国とドイツから 22 人の、地域と文化に関係
する参加者が集まった Transactions in the Field（2015 年、マ
レーシア）のレポートを読みます。1,000~2,000 円、要予約。
＜裏面あり＞
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映像カメラマン・動画制作や編集等に興味
のある方

国際地域連携「イタリアと横浜のグローバ
ル交流会」のスタッフ

海の公園でのフェスティバルスタッフ

オリジナル影絵劇上演、アートワークショ
ップ現場、グローバル交流会の様子等の記
録映像の撮影。期間中の一部の日程でも可。
小冊子贈呈。
【活動期間】9/5〜10/27【主な活動場所】
アーモンドホープセンター（NPO アーモン
ド コミュ二ティ ネットワーク）(北山田
駅)【お問い合わせ】npoacn@gmail.com（特
定非営利活動法人アーモンドコミュニティ
ネットワーク）【募集受付期間】～8/1

スカイプで「横浜北山田とイタリアペルージ
ャ」を繋いでの、
「国際地域連携アーティス
ト交流会」の受付、軽食準備等。食事支給。

オープニングフェスティバルの準備、運営、
片付けのボランティアスタッフを募集して
います。当日のご飯支給。

【活動期間】10/27【主な活動場所】アーモ
ンドホープセンター（NPO アーモンド コミ
ュ二ティ ネットワーク）(北山田駅)【お問
い合わせ】npoacn@gmail.com（特定非営利活
動法人アーモンドコミュニティネットワー
ク）【募集受付期間】～8/1

【活動期間】9/15～9/17【主な活動場所】海
の公園(海の公園南口駅・海の公園柴口駅
駅)【お問い合わせ】info@bunko-art.org（金
沢文庫芸術祭実行委員会）
【募集受付期間】
～8/31

手作り紙芝居作品募集

染色ワークショップ等のお手伝い

大きさは A3 以内、枚数は自由、実演時間 1
0 分以内、他詳しくは応募要項を参照。紙芝
居文化推進協議会のＨＰからもダウンロー
ドできます。
【活動期間】11 月にコンクール授賞式【主
な活動場所】送付先：紙芝居文化推進協議
会(関内駅)【お問い合わせ】https://kamib
unkyo.jimdo.com/（紙芝居文化推進協議会）
【募集受付期間】8/20～9/10

ベント手伝い。染色の補佐
い

Wakamono Arts Festival 2018 当日運営ス
タッフ
Wakamono Arts Festival 2018 の当日オペ
レーションスタッフを募集します。
（イベン
ト期間中のワークショップや講座にも参加
できます。）
【活動期間】11/20~26【主な活動場所】栄
区民文化センター リリス、地球市民かなが
わプラザ「あーすぷらざ」(本郷台駅)【お問
い合わせ】sakaenextproject@gmail.com（テ
ィーンズクリエイション組織委員会）
【募集
受付期間】～11/26

Wakamono Arts Festival 2018 企画スタッ
フ

植物伐採の手伝

Wakamono Arts Festival 2018 の企画実行
委員を募集します。企画～運営まで幅広く
携わっていただくきます。

【活動期間】7/20～11/24【主な活動場所】
栄区内 (本郷台駅駅)【お問い合わせ】katu
ra@smile.odn.ne.jp（さかえ egao プロジェ
クト）
【募集受付期間】～11/24

【活動期間】7/1～12/31【主な活動場所】栄
区民文化センター リリス、地球市民かなが
わプラザ「あーすぷらざ」(本郷台駅)【お問
い合わせ】sakaenextproject@gmail.com（テ
ィーンズクリエイション組織委員会）
【募集
受付期間】～11/26

多文化なこどもと遊ぶボランティア募集

教わりたいこと、教えてみたいこと

近隣のこどもたちと遊んだり企画のサポー
ト。8/25～9/2 毎日/他の日は水～日 13:00
～18:00。2 日以上。

木曜広場で教わりたいこと、教えてみたい
ことを一般募集してマッチング。あなたも
チャレンジしませんか。

【活動期間】7/26~9/2【主な活動場所】横浜
パラダイス会館と周辺(京急・黄金町駅、日
ノ出町駅／地下鉄・阪東橋駅／JR・関内駅)
【お問い合わせ】artlabova@gmail.com 件
名「多文化こどもボランティア」
【募集受付
期間】～8/27

【活動期間】10/25～1/31【主な活動場所】
長者スタジオ(関内駅)【お問い合わせ】inf
o@.choja.info（ライフアートユニオン）
【募
集受付期間】～12/30

アートイベント、ボランティアスタッフ
未就学児を対象としたグローバルアートイ
ベントのサポートスタッフを募集します。
お弁当支給。
【活動期間】12/15【主な活動場所】YCC ヨ
コハマ創造都市センター(馬車道駅)【お問
い合わせ】littleartistsleague@gmail.co
m【募集受付期間】9/1～12/1
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