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各イベント情報は左から順に事業名、日時等、会場（最寄り駅）、内容の順に掲載しています。

第七回横浜開港アンデパンダン展＆干支の絵展/横浜開港アンデパンダン展実行委員会
干支の絵展「亥」

1/1-31

横浜にぎわい座 2F 情報コー
ナー(桜木町駅)

葉書さえ出せばどなたでも参加可能な干支の絵展。1 か
月のロングラン。入場料無料

第七回横浜開港アンデパンダン展

1/8-14

横浜市民ギャラリー、伊勢山
皇大神宮(桜木町駅)

市民ギャラリーと伊勢山皇大神宮での展覧会。入場無
料。

横浜開港アンデパンダン展パフォ
ーマンスイベント

1/13
11:00

伊勢山皇大神宮ふれあい広場
(桜木町駅)

伊勢山皇大神宮にて毎回開催しているパフォーマンス
イベント。参加費無料。

懇話会

1/13
15:00

横浜市民ギャラリー4F アト
リエ(桜木町駅)

昨年に続いて今回も「縄文アート」をテーマに懇話会を
開催。参加費無料。先着 80 名様

横浜を舞台にした連作ショートフィルム「Life Works」への製作、活動助成/LifeWorks プロジェクト
は映画「日々是好日」11:00 の回（要チケット購
シネマ・ジャック＆ベティ(黄 1/2-4
「しあわせだったにゃよ」上映
1/2-11
入）のおまけ上映。1/5-11 は映画「生きてるだけで、
金町駅)
愛。」14:50 の回（要チケット購入）のおまけ上映。
舞台挨拶

1/2
11:00

シネマ・ジャック＆ベティ(黄
金町駅)

映画「日々是好日」11:00 の回（要チケット購入）のお
まけ上映前。

「しあわせだったにゃよ」上映

1/2-4

横浜シネマリン(伊勢佐木長
者町駅)

映画「彼が愛したケーキ職人」10:30 の回（要チケット
購入）のおまけ上映。

舞台挨拶

1/2
10:30

横浜シネマリン(伊勢佐木長
者町駅)

映画「彼が愛したケーキ職人」10:30 の回（要チケット
購入）のおまけ上映前。

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
毎年恒例の書初め！今年の抱負を思いっきり紙に黒々
1/8
カドベヤの書初め
カドベヤ（石川町駅）
と書いてみましょう。参加費 500 円。
19:00
手品の見せ方いろいろ

1/15
19:00

カドベヤ（石川町駅）

手品はスキルだけじゃダメ。どうやって見せるかが勝負
どころです。そんなコツを、丁寧に教えます。参加費 500
円。

和を嗜む

1/22
19:00

カドベヤ（石川町駅）

新年を寿いで、和の動きで舞いましょう。幸運もきっと
訪れることでしょう。参加費 500 円。

でっかい絵を描こう！

1/29
19:00

カドベヤ（石川町駅）

1 月だから、みんな揃ってたくさんの夢を託して、えい
やっとでっかい絵を描いてみよう。参加費 500 円。

PICTURE THIS 2018: 横浜インターナショナルユースフォトプロジェクト/Picture This Japan
写真展
こども京劇プロジェクト in

1/12-20

象の鼻テラス(日本大通り駅)

外国にルーツある中高生が写す国際都市横浜。10:0018:00。1/12 は 16:30 よりオープニングセレモニー開催。

Yokohama/一般財団法人日本京劇振興協会

プロの京劇俳優が２日間の指導を行い、３日目には本物
の衣装とメイクで俳優と舞台共演。参加費：一般 6,000
円／学生 2,000 円。要保険加入。
指導を受けた子供たちがプロの京劇俳優と共演。京劇レ
1/14
こども京劇
あーすぷらざ(本郷台駅)
クチャーと俳優による演目上演もあり。一般 500 円／学
13:30
生無料※要申込
『部屋を育てる』アートプロジェクト（セノグラフィックアートの視点から部屋～街を考える）/特定非営利活動法人 S.A.I.
ゲストに長島確氏を迎え、このプロジェクトの総まとめ
プロセス 3:「部屋の解体新書の作り
1/12
伸光ビル(関内駅)
ワークショップを開催。部屋の特徴や歴史等から部屋の
方」
13:00
解体新書を作ります。参加費 500 円。
今後のアトリエについて一般参加の皆さんと一緒に考
1/19
プロセス 3： オープンミーティング
伸光ビル(関内駅)
え発展させるミーティングです。ワークショップ参加以
14:00
外の方も大募集です。参加費 500 円。
３日間で京劇俳優になろう

1/12-14

あーすぷらざ(本郷台駅)

＜裏面あり＞

アーモンド・凸凹コミュニティアート・プロジェクト/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
参加アーティストとイタリア・ウルビーノ「本とマンガ
民話イラスト作品展示「おとぎ話の
ア ーモ ンドホ ープ セン ター
-1/13
の美術専門学校」学生のイラスト作品展示。運営協力費
秘密書庫」第２回
(北山田駅)
寄付（参加費無料）
、子ども〜大人対象。
かたるべハッピーザ/かたるべハッピーザ
これまでのワークショップで制作した演劇や音楽の発
かたるべハッピーザ演劇公演「自己
1/14
横浜にぎわい座 のげシャー
表公演。星野概念（精神科医／ミュージシャン）とのト
紹介」
15:00
レ(桜木町駅)
ークやフード販売も。
こころに響く打楽器作っちゃおう/NPO 法人打楽器コンサートグループ・あしあと
オリジナル打楽器（鈴、スレイベル、リングベル）を製
こころに響く打楽器つくっちゃお
1/15
新山下二丁目保育所(元町中
作し、それを使った参加型コンサート。本物の世界の打
♪
10:00
華街駅)
楽器にもさわれます♪
オリジナル打楽器（鈴、スレイベル、リングベル）を製
こころに響く打楽器つくっちゃお
1/18
フリースペースみなみ(坂東
作し、それを使った参加型コンサート。本物の世界の打
♪
10:00
橋駅)
楽器にもさわれます♪
オリジナル打楽器（鈴、スレイベル、リングベル）を製
こころに響く打楽器つくっちゃお
1/19
柏葉町町内会館(石川町駅)
作し、それを使った参加型コンサート。本物の世界の打
♪
10:00
楽器にもさわれます♪
ママ・保護者を対象にしたコンサート。子供ありでもな
こころに響く打楽器つくっちゃお
1/25
新山下地域ケアプラザ(桜木
しでも参加可能。お一人タイムを満喫♪子供が大きくな
♪
10:00
町よりバス駅)
った時に使える打楽器合奏も行います。
ママ・保護者を対象にしたコンサート。子供ありでもな
こころに響く打楽器つくっちゃお
1/27
南幸自治会館(平沼橋駅)
しでも参加可能。お一人タイムを満喫♪子供が大きくな
♪
10:00
った時に使える打楽器合奏も行います。
ママ・保護者を対象にしたコンサート。子供ありでもな
こころに響く打楽器つくっちゃお
1/31
浦舟地域ケアプラザ(坂東橋
しでも参加可能。お一人タイムを満喫♪子供が大きくな
♪
10:00
駅)
った時に使える打楽器合奏も行います。
「会社まるごとギャラリー2018」/アーティストネットワーク＋コンパス
「金沢区工場撮影散歩」写真作品展
示

1/21-27

シーサイドライン新杉田駅構
内

川名マッキーワークショップ「金沢区・工場撮影散歩」
参加者の撮影作品を展示します。

長者スタジオ(関内駅)

読み聞かせから踊りや演劇、民俗芸能など誰でも参加で
きます。参加費 500 円。15:00-17:00。

みんな集まれ！月曜広場/ライフアートユニオン
木曜広場

1/24、31

みんなでワークショップ/NPO 法人ぷかぷか
緑区民文化センター みどり
アートパークホール(長津田 障がいのある人たちの様々な表現の発表会、入場無料
駅)
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
ゴスペルディレクター、ピアニストによるワークショッ
1/21
横浜市社会教育コーナー(磯
ゴスペルワークショップ
プ。お子さま連れのママはもちろん、どなたでも大歓迎。
10:30
子駅)
１回５００円。
ゴスペルディレクター、ピアニストによるワークショッ
1/28
洋光台四丁目自治会館(洋光
ゴスペルワークショップ
プ。お子さま連れのママはもちろん、どなたでも大歓迎。
10:30
台駅)
１回５００円。
表現の市場

1/27
14:00
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ワークショップ参加者募集！

オープンミーティング参加者募集！

部屋の解体新書を作るワークショップ。参加者を募集します。
13:00〜18:00。参加費 500 円。

これからのアトリエのあり方を考えるオープンミーティング 。
参加者を募集します！14:00〜17:00。参加費 500 円。

【活動期間】01/12【主な活動場所】伸光ビル 301 号室(関内駅)
【お問い合わせ】info.npo.sai@gmail.com【募集受付期間】〜1
/9

【活動期間】01/19【主な活動場所】伸光ビル 301 号室(関内駅)
【お問い合わせ】info.npo.sai@gmail.com【募集受付期間】〜
1/16
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