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１ 経営方針 

 

（１） 現状と課題 

 横浜市中期 4 か年計画では「アジアの核となる文化芸術創造都市」を掲げ、横浜らし

い特色のある芸術フェスティバル等、世界に向けた文化芸術の発信力を強化し、アジア

の文化ハブとしてのプレゼンスを高めることを目指しています。 

28 年度は「横浜音祭り 2016」の開催が予定されており、主要会場のひとつを担う横浜

みなとみらいホールをはじめ、当財団全体でフェスティバルの成功に取り組むことが求

められます。2017 年の横浜トリエンナーレ開催、2020 年の東京オリンピック・パラリン

ピックにおける文化プログラムの開催および、それに向けた横浜版アーツカウンシルの

実現等、芸術文化への期待は高まっています。 

当財団においては各施設の専門性、役割を認識し、質の高い文化事業の実施、施設運

営を行うことが重要です。そのため継続的な専門人材の育成確保、業務の効率化、財政

基盤強化は、経営における重要な課題として挙げられます。 

 

（２） 方針 

ア 施設の機能・特色を生かした発信力ある事業の実施 

「横浜音祭り 2016」では、主要会場のひとつとなる横浜みなとみらいホールをはじめ、

財団全体で関連事業を実施することで、フェスティバルの成功に寄与します。また各施設

の機能・特色を活かした事業の実施、ジャンルを超えた施設間連携を積極的に行うことで、

当財団の総合的な専門性の発揮、事業の広がり、広報効果の拡大を図ります。 

イ 子どもたちをはじめとした次世代育成事業の推進 

 子どもたちの創造性を育むことを目的とした事業は、引き続き当財団全体の重点取組と

して注力していきます。特に横浜市芸術文化教育プラットフォーム 学校プログラムのコー

ディネーターとして、積極的に参画します。また卒展やインターン受入、大学連携、新進

芸術家の支援等、未来の横浜の芸術を担う次世代の育成を行います。 

ウ 財務の強化 

チケット収入や利用料収入の向上、協賛金など外部資金の導入による財源の確保、効

率的運営による経費削減等により、収支の安定を図ります。財務の自立性を向上させる

ことで経営を安定させ、横浜市の文化政策を推進する事業や、施設における市民サービ

ス向上等の取組み等に継続的に投資します。 

エ 芸術文化の専門性に特化した人材の育成・確保 

25 年度、26 年度に策定した「財団が求める人材像」にもとづき、引き続き舞台芸術系

および美術系の専門人材育成を行います。一方で人材の育成に時間を要する分野におい

ては、外部からの登用を行い、横浜市の芸術文化施策の一翼を担う団体としての組織強

化を行います。 
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２ 事業概要 
 
 

（１） 芸術創造・発信 

・ 独創的で発信性の高い「横浜」発の芸術創造・発信事業。新たな価値観を提示する作品や、最

先端の表現を市民へ紹介します。 

・ 芸術文化を通じて横浜の魅力を高め、創造的・先進的な都市ブランドの形成に寄与します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 新進芸術家発掘 

・ 新進アーティストへの支援を行い、国内外からアーティストが横浜に集まる環境を整備します。 

・ 練習、制作場所の提供、コンペティションなどによる発表機会の提供、海外での公演活動への

支援などを通して、横浜でチャンスをつかみ国内外で活躍するアーティストを生み出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 芸術文化の創造及び発信（定款第４条 第１項 第１号） 

■山田和樹指揮 バーミンガム市交響楽団    （横浜みなとみらいホール） 

横浜と縁深い、注目の若手指揮者 山田和樹とヴァイオリニスト山根一仁が、世界的

オーケストラと競演します。横浜だけのオリジナル公演。 

■BODY/PLAY/POLITICS(仮)                  （横浜美術館） 

2000 年以降の現代美術における「身体」をテーマに、国内外の作家たちによる映像

や写真、インスタレーションなどを紹介。横浜赤レンガ倉庫 1 号館「横浜ダンスコレ

クション 2017」との連携を行います。 

■開館 20 周年記念企画公演「伝説の能面・狂言面」    （横浜能楽堂） 

開館 20 周年を記念し、能・狂言の各家が秘蔵する伝説的な能面と狂言面に着目し、

４回シリーズで開催します。金剛流の本面「雪の小面」などを使い、それぞれの面に

ふさわしい曲を演じます。 

  ■新・今日の作家展 2016－創造の場所～もの派から現代へ～（横浜市民ギャラリー） 

26 年度に移転、再開館した市民ギャラリーの新たなスタートにあたり、1964 年の開 

 館からおよそ 40 年にわたり開催した、企画展「今日の作家展」の名称を復活します。 

初回となる今年度は 1960 年代後半に現れた“もの派”と、それを源流に展開してき 

た表現の現在を紹介します。 

■ 第 35 回横浜市招待国際ピアノ演奏会        （横浜みなとみらいホール） 

将来を嘱望されるピアニストを発掘し、紹介するコンサート。28 年度は小ホールで

のリサイタルに加え、大ホールでのピアノ協奏曲、子ども達を対象にしたワークショ

ップ等も実施します。 

■ 登龍門シリーズ                （横浜にぎわい座） 

二つ目から真打昇進 5 年程度の若手演者による公演を小ホールで開催します。若手

演者が研鑽を積む場を設けることで、将来の名人誕生に寄与します。 
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（３） 芸術文化へのアクセス拡大 

・ 財団が運営する芸術文化活動拠点をはじめとする様々な施設の機能を最大限に活用し、市民

に創造的で質の高い芸術文化を提供します。 

・ 市民ニーズに対応した企画をより効率的、効果的に実施するとともに、多くの市民が気軽に参加

できる工夫をこらします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（１）市民文化活動支援 

・ 市民の主体的な芸術文化活動を促進します。 

・ 次代の市民文化活動の担い手となる子どもたちに対するアプローチを積極的に展開します。 

・ 体験講座、講演会・シンポジウム、ワークショップ、公募による市民参加事業、学校等へのアウト

リーチ事業など、市民が芸術文化に親しむ機会をつくります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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）

■ メアリー・カサット展        （横浜美術館） 

印象派の女性画家カサットの日本では３５年ぶりの回顧展。印象派の作家との交流

や日本美術からの影響も紹介します。 

■ 「横浜狂言堂」100 回記念特別普及公演－狂言道－    （横浜能楽堂） 

毎月、狂言を手ごろな価格で楽しめる、シリーズ企画「横浜狂言堂」の 100 回記念公演を、

現代を代表する狂言方が一堂に会して行います。昼・夕 2 公演で、大蔵流、和泉流の名人

たちが、「これぞ狂言」と考える極め付きの１曲を演じます。 

■ オルガン・バスツアー        （横浜みなとみらいホール） 

神奈川県民ホール、ミューザ川崎コンサートホールと連携し、各ホールを移動して、それ

ぞれのパイプオルガンの音色、演奏を聴き比べる演奏会。オルガンの魅力を知るとともに、

３つのホールを訪れるきっかけをつくります。 

■ 大人のための寄席体験＆交流プログラム       （横浜にぎわい座） 

落語上演のほか、寄席の楽しみ方を紹介するトークを交え、終演後に出演者と観客の交

流の場を設ける事業を実施します。通常の寄席公演と異なった手法により演芸の魅力を体

験していただきます。 

■ 小学生ミニ・ビブリオバトル      （大佛次郎記念館） 

小学 4 年生～6 年生の子どもたちが、自分の「読んでほしい本」を発表、ディスカッションを

行い、一番「読みたい本」を決めるゲーム形式の書評会。本に親しむ楽しみを通じて、子ども

たちの交流、地域との交流を図ります。 

■ 子どものためのプログラム         （横浜市民ギャラリーあざみ野） 

子どもと保護者が自由に造形遊びを楽しむ「親子のフリーゾーン」、子どものための造形ワー

クショップ、障がいのある子どもたちのための「親子で造形ピクニック」や学校単位での造形活動

等、様々な手法で子どもが造形に親しむ場をつくります。 

■ 杉劇アート体験塾          （磯子区民文化センター） 

磯子区内の小学校を対象に、杉田劇場で芸術文化公演を鑑賞・体験する機会を提供しま

す。28 年度は大衆芸能等の公演を予定します。 
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（２）市民協働推進 

・ 市民文化団体やアート NPO 等との協働による芸術文化事業の展開や、芸術文化を介した様々

な都市課題の解決への取組みなど、芸術文化と社会をつなぐ中間支援機能を発揮します。 

・ 市民団体や NPO 等の連携支援、連絡調整、情報提供などその活動を支援していくための様々

な取組みを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

助成プログラムを通じて横浜を拠点に活動するアーティスト・クリエーターを支援し、横浜

発の人材育成と文化プログラムの充実を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 芸術文化振興のための助成（定款第４条 第１項 第３号） 

■ 第 4 回磯子音楽祭     （磯子区民文化センター） 

磯子区で活動する文化団体が一堂に会し、活動の成果を発表する音楽祭。 

子どもからお年寄りまで、地域の幅広い世代が、「音楽」を通じて交流する場をつくります。 

■ 「歌声を届けようプロジェクト」     （磯子区民文化センター） 

録音した磯子区内の小学生の歌声を、商店街等に響かせるプロジェクト。歌声を録音

する対象校を拡充し、地域との結びつきを広げていきます。 

■ 横濱 JAZZ PROMENADE 2016      （協働推進グループ） 

「街全体をステージに！」を合言葉に、演奏家、来場者、市民ボランティア、地元企業が

一体となって開催する日本最大級のジャズフェスティバルの運営に参画します。 

■ 鑑賞ボランティア強化、ビジターサービス・ボランティア始動   （横浜美術館） 

2017 年の横浜トリエンナーレを見据えて、展覧会トーク等をおこなう鑑賞ボランティ

アを強化するとともに、様々な来場者へのきめ細やかな応対を行うビジターサービス・

ボランティアが始動し、市民の力を活用します。 

■アーツコミッション・ヨコハマ 助成事業   （広報・ＡＣＹグループ） 

１ クリエイティブ・チルドレン・フェローシップ（仮称） 

横浜から世界に芸術文化を発信する次世代のアーティストの、キャリアアップを支援

します。 

２ クリエイティブ・インクルージョン助成（仮称） 

アーティスト・クリエーターや企業等が協働して行う、社会をよりよくする仕組みづ

くりを支援します。 

３ アーティスト･クリエーターのための事務所等開設支援助成 

アーティスト・クリエーターが、スタジオやアトリエ、事務所等を開設する際に助成

金を交付し、横浜都心臨海部エリアの活性化につなげます。 
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・ 利用者やアーティストのニーズをふまえた施設の新たな活用法の開発や運営方法の再検討を

行います。 

・ 芸術文化活動拠点である施設のホール、ギャラリー、練習室、会議室等を利用者の利便性を第

一に「安全、安心、快適」に運営します。また、施設の利用に伴う様々な相談及び助言を行うな

ど、利用率の一層の向上につなげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 横浜美術館、横浜市民ギャラリー、横浜市民ギャラリーあざみ野、大佛次郎記念館は収蔵する

美術品や資料等を保存し、一方で市民に適切に公開し、専門的な観点で調査研究します。 

・ 横浜美術館は、横浜市が策定する収集方針に基づいて、美術資料等に関する調査研究を行い、

横浜市に対し収集するに相応しい美術資料等を提案します。 

・ 大佛次郎記念館は、館で収集するに相応しい文芸資料等を調査研究し、直接収集します。 

・ 各館・各施設に蔵置される美術資料等を適切に保存管理し、それらに関する研究を深め、その

成果を論文・展示・講座等で市民に還元します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） 

５ 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） 

■ ドックヤードガーデン活用事業「BUKATSUDO」     （広報・ＡＣＹグループ） 

横浜市、三菱地所㈱、三菱地所プロパティマネジメント㈱、㈱リビタ、当財団の 5 者でみなとみ

らい 21 地区に共同開発した創造都市の活動拠点「BUKATSUDO」を、クリエーターや市民が創

造的な活動を行う場として活用しています。 

■ コレクションの形成・保存       （横浜美術館） 

横浜市民の貴重な財産となる美術資料等の収集を横浜市に提案します。所蔵する美術

資料等の調査研究を行い、その成果に基づいて、論文や研究報告等を発表するとともに、コ

レクション展やギャラリートーク、レクチャーなどを企画実施します。 

■ 横浜市民ギャラリー コレクション展    （横浜市民ギャラリー） 

およそ1300点ある収蔵品を、年ごとにテーマを決め、市民に紹介します。28年度は戦後の 

横浜、日本を懐古する展覧会を開催します。 

■「横浜市所蔵カメラ・写真コレクション」保存・活用（横浜市民ギャラリーあざみ野）

コレクションを適切に収蔵・保管し、展覧会やロビー展示、季刊情報誌「アートあざみ野」の 

コラム等で年間を通して市民に紹介するほか、貸出・熟覧にも柔軟に対応するなど活用します。 

またコレクションを活用した企画展と、現代の写真表現を紹介する企画展を組み合わせた発信 

力のある展覧会「あざみ野フォト・アニュアル」を「フォト・ヨコハマ」と連携して実施します。 
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・ 芸術文化振興に関する情報を市民へ提供するため、情報発信を行います。 

・ 各施設が持つ情報提供・相談の窓口機能を維持向上させ、芸術文化一次情報、アーティストに

関する情報、市民団体及びアート NPO に関する情報など、多彩な芸術文化情報を集約し、市

民やアーティスト等からの相談業務及び情報提供等を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 芸術文化振興に関するさまざまな情報を収集・分析し、新たな方向性や施策等を提言します。 

・ 横浜美術館における紀要の発行、大佛次郎記念館における「おさらぎ選書」等の編集・発行等

を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 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） 

７ 芸術文化振興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） 

■ 情報誌「ヨコハマ・アートナビ」 発行  （広報・ＡＣＹグループ） 

当財団の事業を中心に、横浜の芸術文化活動をわかりやすく紹介します。年 4 回の発

行に加え、民間フリーペーパー等とのタイアップを行います。 

■ プレスリリースの配信    （広報・ＡＣＹグループ） 

各施設・グループから情報を収集し、配信サイトを利用してプレスリリースを発信す

ることによって当財団の主催事業・活動を広く周知します。提携サイトでのリリース転

載や情報拡散で、施設や事業の認知度 UP につなげます。 

■ 横浜美術館研究紀要発行             （横浜美術館） 

横浜美術館が所蔵する美術資料等を中心に、美術・文化に関する活動や動向について調

査研究し、その成果を論文や研究報告にまとめ研究紀要を発行します。収蔵品の基本データ

を編集した収蔵品目録を刊行します。 
 

■ おさらぎ選書刊行      （大佛次郎記念館） 

大佛次郎研究論文、資料紹介、記念館活動記録などをまとめて発行します。本年は第 24

集ロマン・ロラン生誕 150 年を記念して、「大佛次郎とフランス」と題し、論文および大佛次郎書

簡翻刻を掲載します。 
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・ 国内外の芸術文化に係る都市間交流を推進し、市民の芸術文化活動の活性化等を図るととも

に、横浜のシティセールスにつなげます。 

・ 横浜美術館では、展覧会の海外巡回や横浜トリエンナーレを主に担う国際グループを新

設し、全館体制で国際発信を推進・強化します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 横浜美術館、横浜みなとみらいホール、横浜能楽堂、横浜にぎわい座などでの関連グッズ販売

やカフェの運営によって、当財団が公益性を発揮するための財源となる収入を確保します。 

・ ショップや駐車場運営に際しても利用者・お客様へのサービスに努めます。 

８ 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） 

９ 収益事業 （定款第５条） 

■ 横浜ダンスコレクション 2017   （横浜赤レンガ倉庫 1 号館）  

アジアのダンスプラットフォームとして世界的に活躍するアーティストによる

新作上演や、アジアのダンスフェスティバルとの連携、協働プロジェクトを１つの

基軸とした国際フェスティバルとして開催していきます。28 年度は、韓国「ソウ

ル・パフォーミング・アーツフェスティバル」、シンガポール「M1 CONTACT」との

連携・協働により、韓国と日本の振付家、シンガポールと日本の振付家による協働

作品を上演します。 

 

■ 日伊国交樹立 150 周年記念 

特別企画公演「楽器は東へ西へ –琵琶とマンドリン-」（横浜能楽堂） 

2016 年は、日本とイタリアが外国関係を樹立して１５０周年の節目の年。これを

記念して、「兄弟楽器」と言える、日本の「琵琶」とイタリアの「マンドリン」の

名手による特別公演を開催します。 
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３　事業集計表

【公演・講座等実施予定数】

【入場・参加者数見込み】

【事業区分別公演・講座等実施予定数】

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

H28
計画

706 1,296 3 9 32 25 4 189 16

（事業区分名称）

①　芸術文化の創造及び発信

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

③　芸術文化振興のための助成

④　芸術文化活動拠点の開発及び運営

⑤　芸術文化資源の収集、保存及び活用

⑥　芸術文化に関する情報の収集及び提供

⑦　芸術文化振興に関する調査研究及び政策提言

⑧　芸術文化振興のための国内外との交流

⑨　収益事業

【ジャンル別公演・講座等実施予定数】

音楽 演劇 舞踊
古典
芸能

大衆
芸能

映像
美術
工芸

文芸 複合 その他

H28
計画

662 159 47 78 301 18 914 33 12 56

平成28年度計画 2,280 公演

平成27年度計画 2,449 公演

平成28年度計画 約 1,293,000 人

2,280

平成27年度計画 約 1,430,000 人

合計

2,280

合計
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４　平成28年度　事業一覧　

【公益事業】

①-ⅰ芸術創造・発信

No. 開催・実施時期 事業名 グループ・施設名

1 4-6月
企画展：富士ゼロックス版画コレクション×横浜美術館 複製技術と美術家
たち―ピカソからウォーホルまで

横浜美術館

2 10-12月 企画展：BODY/PLAY/POLITICS(仮) 横浜美術館

3 4月
横浜芸術ｱｸｼｮﾝ事業
小ホールオペラシリーズ
「メリー・ウィドウ」

横浜みなとみらいホール

4 5月
オルガン・リサイタル・シリーズ
三浦はつみオルガンリサイタル

横浜みなとみらいホール

5 6月 ヒラリー・ハーン・ヴァイオリンリサイタル 横浜みなとみらいホール

6 6月
横浜芸術ｱｸｼｮﾝ事業
新しい時代をリードする室内楽シリーズ
ジャン＝ギアン・ケラス

横浜みなとみらいホール、
横浜能楽堂

7 6月
横浜芸術ｱｸｼｮﾝ事業
山田和樹指揮 バーミンガム市交響楽団
ヴァイオリン：山根一仁

横浜みなとみらいホール

8 10月
横浜芸術ｱｸｼｮﾝ事業
新しい時代をリードする室内楽シリーズ
フォーレ四重奏団

横浜みなとみらいホール

9 10月
横浜芸術ｱｸｼｮﾝ事業
ビヨンド・ザ・ボーダー音楽祭

横浜みなとみらいホール

10 10月
横浜芸術ｱｸｼｮﾝ事業
石田組コンサート

横浜みなとみらいホール

11 10月
横浜芸術ｱｸｼｮﾝ事業
青島広志Presents「オーケストラル・バレエ」

横浜みなとみらいホール

12 11月
横浜芸術ｱｸｼｮﾝ事業
小ホールオペラシリーズ「人間の声」

横浜みなとみらいホール

13 11月
横浜芸術ｱｸｼｮﾝ事業
オルガン・リサイタル・シリーズ
シネマ×パイプオルガン

横浜みなとみらいホール

14 11月
横浜芸術ｱｸｼｮﾝ事業
パーヴォ・ヤルヴィ指揮 ドイツカンマーフィルハーモニー管弦楽団
ヴァイオリン：樫本大進

横浜みなとみらいホール

15 12月
横浜芸術ｱｸｼｮﾝ事業
新しい時代をリードする室内楽シリーズ
アントワン・タメスティ

横浜みなとみらいホール

16 12月
ランラン
ピアノリサイタル

横浜みなとみらいホール

17 12月
横浜芸術ｱｸｼｮﾝ事業
ジルヴェスターコンサート

横浜みなとみらいホール

18 2月
パーヴォ・ヤルヴィ指揮
NHK交響楽団

横浜みなとみらいホール

19 3月
横浜芸術ｱｸｼｮﾝ事業
邦楽維新コラボレーション

横浜みなとみらいホール
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20 3月
横浜芸術ｱｸｼｮﾝ事業
山根一仁(Vn)　上野通明(Vc)　北村朋幹(Pf) ピアノ・トリオ　コンサート

横浜みなとみらいホール

21 未定
横浜芸術ｱｸｼｮﾝ事業
室内楽公演①

横浜みなとみらいホール

22 未定
横浜芸術ｱｸｼｮﾝ事業
室内楽公演②

横浜みなとみらいホール

23 6‐9 月 横浜能楽堂開館20周年記念企画公演「伝説の能面・狂言面」全4回 横浜能楽堂

24 11月 横浜能楽堂開館20周年記念企画公演「横浜の能」 横浜能楽堂

25 2月 能の五番　朝薫の五番　第3回 横浜能楽堂

26 9-11月 芸術アクション事業参加公演 横浜にぎわい座

27 2月 「TPAM－国際舞台芸術ミーティングin横浜2017」への参画 横浜にぎわい座

28 6月
共催
日輪の翼

横浜赤レンガ倉庫1号館

29 9-10月 新・今日の作家展2016―創造の場所～もの派から現代へ～ 横浜市民ギャラリー

30 10月 あざみ野コンテンポラリーvol.7 横浜市民ギャラリーあざみ野

31 1-2月
あざみ野フォト・アニュアル
写真表現の今

横浜市民ギャラリーあざみ野

32 通年 専門施設連携事業 磯子区民文化センター

①-ⅱ新進芸術家発掘

No. 開催・実施時期 事業名 グループ・施設名

1 2月 New Artist Picks 横浜美術館

2 通年 ファンドレイズ 横浜美術館

3 5-6月
横浜芸術ｱｸｼｮﾝ事業
金の卵見つけました

横浜みなとみらいホール

4 7月 ミュージック・マスターズ・コース・ジャパン 横浜みなとみらいホール

5 11月
横浜芸術ｱｸｼｮﾝ事業
第35回横浜市招待国際ピアノ演奏会

横浜みなとみらいホール

6 3月
横浜芸術ｱｸｼｮﾝ事業
Just Composed 2017 in Yokohama

横浜みなとみらいホール

7 通年 オルガニスト・インターンシップ 横浜みなとみらいホール
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8 通年 全日本学生音楽コンクール／クラシック・ヨコハマ「生きる」 横浜みなとみらいホール

9 通年
（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　他

横浜みなとみらいホール

10 11-12月
特別展
能面コンクール

横浜能楽堂

11 通年 登竜門シリーズ（若手育成） 横浜にぎわい座

12 2-3月 卒展 横浜赤レンガ倉庫1号館

13 10月 ミニギャラリー 横浜市民ギャラリーあざみ野

14 通年 ショーケースギャラリー 横浜市民ギャラリーあざみ野

①-ⅲ芸術文化へのアクセス拡大

No. 開催・実施時期 事業名 グループ・施設名

1 9-11月 横浜アーツフェスティバル連携事業 協働推進グループ

2 通年 各種JAZZ関連イベント 協働推進グループ

3 6-9月 企画展：メアリー・カサット展 横浜美術館

4 10-3月 外部との連携 横浜美術館

5 1-2月 企画展：篠山紀信展　写真力 横浜美術館

6 通年 広報 横浜美術館

7 通年 教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：鑑賞教育（企画展） 横浜美術館

8 通年 教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：鑑賞教育（ｺﾚ展）美術館職員の専門性を活かしたﾄｰｸ 横浜美術館

9 通年 教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：鑑賞教育（ｺﾚ展）創作体験を取り入れた鑑賞ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 横浜美術館

10 通年 教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：鑑賞教育（ｺﾚ展）学校連携-教師向け鑑賞ｶﾞｲﾄﾞ 横浜美術館

11 通年 教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：鑑賞教育（ｺﾚ展）学校連携-ｱｰﾄﾃｨｰﾁｬｰｽﾞﾃﾞｰ 横浜美術館

12 通年 教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：鑑賞教育（ｺﾚ展）特別支援学校向けﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 横浜美術館
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13 通年 市民協働：各種社会貢献事業（アウトリーチ） 横浜美術館

14 通年 市民協働：横浜美術館ｺﾚｸｼｮﾝ・ﾌﾚﾝｽﾞ 横浜美術館

15 5月
横浜芸術ｱｸｼｮﾝ事業
こどもの日コンサート

横浜みなとみらいホール

16 6月 障がい児童のための音楽体験 横浜みなとみらいホール

17 8月 夏休みこども事業 横浜みなとみらいホール

18 9-10月
横浜芸術ｱｸｼｮﾝ事業
心の教育ふれあいコンサート

横浜みなとみらいホール

19 9月 0歳からのオルガン・コンサート 横浜みなとみらいホール

20 12月 クリスマス・パイプオルガン・コンサート 横浜みなとみらいホール

21 12月 みなとみらいクラシック・マチネ特別版 横浜みなとみらいホール

22 通年 みなとみらいクラシック・マチネ 横浜みなとみらいホール

23 通年
オルガン１ドルコンサート
（8月：こどもオルガン・1ドルコンサート）

横浜みなとみらいホール

24 通年 近隣アウトリーチ 横浜みなとみらいホール

25 通年
神奈川フィルハーモニー管弦楽団定期演奏会／
ヨコハマ・ポップス・オーケストラ

横浜みなとみらいホール

26 通年
日本フィルハーモニー交響楽団 横浜定期演奏会／
夏休みコンサート／第九特別演奏会

横浜みなとみらいホール

27 通年
読売日本交響楽団
みなとみらいホリデー名曲コンサート

横浜みなとみらいホール

28 通年
（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

横浜みなとみらいホール

29 通年
（貸館鑑賞公演支援／大ホール）
ウィーン少年合唱団　他

横浜みなとみらいホール

30 通年
（貸館鑑賞公演支援／小ホール）
横浜バロック室内合奏団定期演奏会／ヴィルトゥオーゾ横浜／アンサンブ
ルdeヨコハマ／山手プロムナードコンサート／ヨコハマ・ワーグナー祭　他

横浜みなとみらいホール

31 通年 市民のための音楽教養講座 横浜みなとみらいホール

32 通年 みんな集まれおんがくひろば 横浜みなとみらいホール

33 未定 オルガン・バスツアー 横浜みなとみらいホール
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34 未定 屋上庭園コンサート 横浜みなとみらいホール

35 4月 「横浜狂言堂」100回記念特別普及公演－狂言道－ 横浜能楽堂

36 7月 普及公演「夏休み親子能楽ワンダーランド」 横浜能楽堂

37 9月 講座「梅若玄祥のスリーステップで学ぶ能」 横浜能楽堂

38 3月 普及公演「バリアフリー能」 横浜能楽堂

39 通年 普及公演「横浜狂言堂」 横浜能楽堂

40 通年 ニコニコ動画配信 横浜能楽堂

41 通年 チケットアクセス拡大事業 横浜能楽堂

42 6月、10月 寄席体験プログラム 横浜にぎわい座

43 通年 横浜にぎわい寄席 横浜にぎわい座

44 通年 名作落語の夕べ 横浜にぎわい座

45 通年 企画公演（演芸バラエティ） 横浜にぎわい座

46 通年 企画公演（のげシャーレ公演） 横浜にぎわい座

47 通年 ワークショップ、講座企画 横浜にぎわい座

48 通年 バックステージツアー 横浜にぎわい座

49 通年 アウトリーチプログラム 横浜にぎわい座

50 通年 常設展示 横浜にぎわい座

51 通年 企画展示 横浜にぎわい座

52 通年 協力展・特別展示 横浜にぎわい座

53 通年 大人のための寄席体験＆交流プログラム 横浜にぎわい座

54 通年 大衆芸能普及活動 横浜にぎわい座

55 通年 賑わいづくり事業 横浜赤レンガ倉庫1号館
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56 7月
共催
ベローズラバーズナイト

横浜赤レンガ倉庫1号館

57 12-2月 アートリンク 横浜赤レンガ倉庫1号館

58 通年 舞台芸術観客創造プログラム 横浜赤レンガ倉庫1号館

59 通年 展示系事業 横浜赤レンガ倉庫1号館

60 10月、11月 あざみ野サロン（音楽系） 横浜市民ギャラリーあざみ野

61 10月、2月 アーティストと市民の交流 横浜市民ギャラリーあざみ野

62 通年 あざみ野サロン（映像、舞台系） 横浜市民ギャラリーあざみ野

63 通年
アートクラブ3館連携
子どものための鑑賞ワークショップ

横浜市民ギャラリーあざみ野

64 通年 フェローアートギャラリー 横浜市民ギャラリーあざみ野

65 10月、2月
あざみ野コンテンポラリー、あざみ野フォト･アニュアル関連事業「アートな
ピクニック」

横浜市民ギャラリーあざみ野

66 4月 舞台芸術公演シリーズ アレクセイ・トカレフ 磯子区民文化センター

67
7月、9月、

12月
ひよこ♪コンサート Vol.34～36 磯子区民文化センター

68 通年 舞台芸術公演シリーズ 磯子区民文化センター

69 10月 アーツフェスティバル関連事業 大佛次郎記念館

70 8月 ミュージアムクイズラリーよこはま2016 大佛次郎記念館

71 通年 「ちいさい隅」刊行普及事業 大佛次郎記念館

72 3-7月
テーマ展示Ⅰ 磯貝宏國コレクションVol.2
「鞍馬天狗ワンダーランド―昭和のあそび」

大佛次郎記念館

73 7-11月
テーマ展示Ⅱ
「瞬間を切り取る画家　ポール・ルヌアール」

大佛次郎記念館

74 11-3月
テーマ展示Ⅲ ロマン・ロラン生誕150年記念
「大佛次郎とフランス」

大佛次郎記念館

75 通年 大佛次郎賞受賞記念講演会 大佛次郎記念館
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②-ⅰ市民文化活動支援

No. 開催・実施時期 事業名 グループ・施設名

1 通年
横浜市芸術文化教育プラットフォーム
学校プログラム

経営企画室、協働推進グ
ループ、横浜美術館、横浜み
なとみらいホール、横浜能楽
堂、横浜にぎわい座、横浜赤
レンガ倉庫1号館、横浜市民
ギャラリー、横浜市民ギャラ
リーあざみ野、磯子区民文化
センター

2 通年 相談窓口等 広報・ACYグループ

3 通年 後援名義申請受付 協働推進グループ

4 10-3月 教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：市民のｱﾄﾘｴ-著名ｱｰﾃｨｽﾄ連携 横浜美術館

5 10-3月 教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：市民のｱﾄﾘｴ-東京藝術大学映像科連携講座 横浜美術館

6 通年 教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：鑑賞教育共通 横浜美術館

7 通年 教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：子どものｱﾄﾘｴ-学校のためのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 横浜美術館

8 通年 教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：子どものｱﾄﾘｴ-個人の造形ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 横浜美術館

9 通年 教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：子どものｱﾄﾘｴ-親子のﾌﾘｰｿﾞｰﾝ 横浜美術館

10 通年 教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：市民のｱﾄﾘｴ-講座 横浜美術館

11 通年 教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：市民のｱﾄﾘｴ-ｵｰﾌﾟﾝｽﾀｼﾞｵ 横浜美術館

12 4月
第8回国際シニア合唱祭
ゴールデン・ウェーブ in 横浜

横浜みなとみらいホール

13 11月 全日本高等学校吹奏楽大会 in 横浜 横浜みなとみらいホール

14 通年 みなとみらいSuper　Big band 横浜みなとみらいホール

15 2月 ヨコハマ・コーラルフェスト 横浜みなとみらいホール

16 3月 ヤマハ・リトルミュージシャンコンサート 横浜みなとみらいホール

17 8月
こども狂言ワークショップ
－入門編－

横浜能楽堂

18 10-2月 初めての能楽教室 横浜能楽堂
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19 1月
こども狂言ワークショップ
－卒業編－

横浜能楽堂

20 3月 横浜こども狂言会 横浜能楽堂

21 通年 街のにぎわいづくりのための地域との共催事業 横浜にぎわい座

22 7-8月 横浜市こどもの美術展 横浜市民ギャラリー

23 通年 大人のためのアトリエ講座 横浜市民ギャラリー

24 通年 ハマキッズアートクラブ 横浜市民ギャラリー

25 通年 フォトヨコハマ2017関連展 横浜市民ギャラリー

26 7-8月
市民のためのプログラム（入門編）
「はじめてのデッサン」

横浜市民ギャラリーあざみ野

27 5-7月
市民のためのプログラム（入門編）
「はじめての透明水彩」

横浜市民ギャラリーあざみ野

28 通年
市民のためのプログラム（中級編）
「ヌードクロッキー」

横浜市民ギャラリーあざみ野

29 9-10月
市民のためのプログラム（中級編）
「身近な土を陶芸に活かす」

横浜市民ギャラリーあざみ野

30 2-3月
市民のためのプログラム（中級編）
「水墨画の魅力」

横浜市民ギャラリーあざみ野

31 10月、2月 アーティストに学ぶ 横浜市民ギャラリーあざみ野

32 4-3月 あざみ野カレッジ（文化、芸術等） 横浜市民ギャラリーあざみ野

33 8月
子どものためのプログラム
あざみ野こどもぎゃらりぃ

横浜市民ギャラリーあざみ野

34 通年
子どものためのプログラム
親子のフリーゾーン

横浜市民ギャラリーあざみ野

35 通年
子どものためのプログラム
親子で造形ピクニック、学校利用

横浜市民ギャラリーあざみ野

36 通年
子どものためのプログラム
幼児向けプログラム「やってみよう」「みんなであそぼう」

横浜市民ギャラリーあざみ野

37 通年
子どものためのプログラム
児童向けプログラム「つくってみよう」「○○に挑戦」

横浜市民ギャラリーあざみ野

38 通年
子どものためのプログラム
子ども写真部「カメラクラブ」

横浜市民ギャラリーあざみ野

39 10月、2月 企画展関連のワークショップ、トークイベント 横浜市民ギャラリーあざみ野

40 12月 クリスマスジュニアコーラス 横浜市民ギャラリーあざみ野
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41 9-11月 横浜アーツフェスティバル連携事業 横浜市民ギャラリーあざみ野

42 通年
ワークショップ
「はじめてのデジタル一眼カメラ」

横浜市民ギャラリーあざみ野

43
7月、11月

他1回
『杉劇アートdeにぎわいプロジェクト』「杉劇アート体験塾」 磯子区民文化センター

44 12-3月
『杉劇アートdeにぎわいプロジェクト』「杉劇にぎわいづくり」アウトリーチ事
業(杉劇歌劇団)

磯子区民文化センター

45 3月 杉劇リコーダーず定期演奏会 磯子区民文化センター

46 通年 杉劇リコーダーずワークショップ 磯子区民文化センター

47 通年 舞台講座(バックステージツアー) 磯子区民文化センター

48 4月、10月 大佛茶亭公開 大佛次郎記念館

49 8月
子ども事業
「子どもアドベンチャー2016」

大佛次郎記念館

50 10月
普及事業
「横浜文学散歩」

大佛次郎記念館

51 10月 西洋館連携 大佛次郎記念館

52 11月
子ども事業
「小学生ミニ・ビブリオバトル」

大佛次郎記念館

53 通年
普及事業
「普及活動（ミニ本制作など）」

大佛次郎記念館

②-ⅱ市民協働推進

No. 開催・実施時期 事業名 グループ・施設名

1 通年 ヨコハマアートサイト2016 経営企画室

2 10月 横濱JAZZ PROMENADE 2016 協働推進グループ

3 7月 市民協働：各種社会貢献事業（博物館実習） 横浜美術館

4 通年 市民協働：鑑賞ボランティア 横浜美術館

5 通年 市民協働：ビジターサービス 横浜美術館

6 通年 市民協働：各種社会貢献事業（子どものｱﾄﾘｴ人材育成） 横浜美術館

7 通年 来館者サービス 横浜美術館
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8 通年 市民協働：ボランティア等 横浜美術館

9 8月 ヤング・アメリカンズ 横浜みなとみらいホール

10 通年 市民プロデューサー企画事業 横浜みなとみらいホール

11 6月 第64回横浜能 横浜能楽堂

12 10月 横浜かもんやま能 横浜能楽堂

13 通年 市民サポーター 横浜にぎわい座

14 4月
共催
秋吉敏子70thコンサート

横浜赤レンガ倉庫1号館

15 8月
共催
「横浜ローザ」

横浜赤レンガ倉庫1号館

16 1-2月
共催
福知山展

横浜赤レンガ倉庫1号館

17 未定
共催
iPhoneケース展

横浜赤レンガ倉庫1号館

18 通年
観光貢献事業
フラワーガーデン、横浜フューリングフェスティバル、レッド・ブリック・リ
ゾート、横浜オクトーバーフェスト、クリスマスマーケット

横浜赤レンガ倉庫1号館

19 8月
社会福祉法人　青い鳥
障がい児・者展覧会

横浜市民ギャラリー

20 5月、12月 アートサポーターによるワークショップ 横浜市民ギャラリーあざみ野

21 7月、12月
共催展
「あおば美術公募展」「青葉区民芸術祭」

横浜市民ギャラリーあざみ野

22 10月 アートフォーラムフェスティバル 横浜市民ギャラリーあざみ野

23 3月 創作落語 横浜市民ギャラリーあざみ野

24 通年 ロビーコンサート 横浜市民ギャラリーあざみ野

25 通年 あざみ野カレッジ（映像、舞台系） 横浜市民ギャラリーあざみ野

26 通年 地域アウトリーチ事業 横浜市民ギャラリーあざみ野

27 通年
学校アウトリーチ事業
教師のためのプログラム

横浜市民ギャラリーあざみ野

28 通年 あざみ野アートワゴン／アートマルシェ 横浜市民ギャラリーあざみ野

29 通年 大学連携 横浜市民ギャラリーあざみ野
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30 8月 夏祭り2016 磯子区民文化センター

31 12月 第4回磯子音楽祭 磯子区民文化センター

32 通年 ちょこっとカフェこども版 磯子区民文化センター

33 通年 ロビーパフォーマンス 磯子区民文化センター

34 通年
『杉劇アートdeにぎわいプロジェクト』杉劇にぎわいづくり
「歌声を届けようプロジェクト」

磯子区民文化センター

35 通年 磯子文化資源発掘隊 磯子区民文化センター

36 通年 杉劇＠助っ人隊 磯子区民文化センター

37 未定 フレンドシップパフォーマンス 磯子区民文化センター

38 5月、11月 大佛次郎研究会公開発表会 大佛次郎記念館

39 2月 横浜山手芸術祭 大佛次郎記念館

40 通年 活性化プロジェクト継承事業 大佛次郎記念館

③芸術文化振興のための助成

No. 開催・実施時期 事業名 グループ・施設名

1 通年 アーティスト・クリエーターのための事務所等開設支援助成 広報・ACYグループ

2 通年 クリエイティブ・チルドレン・フェローシップ（仮称） 広報・ACYグループ

3 通年 クリエイティブ・インクルージョン助成（仮称） 広報・ACYグループ

④芸術文化活動拠点の開発及び運営

No. 開催・実施時期 事業名 グループ・施設名

1 11月 「関内外OPEN!8」 広報・ACYグループ

2 通年 ドックヤードガーデン活用事業「BUKATSUDO」 広報・ACYグループ

3 9月 避難訓練コンサート 横浜みなとみらいホール

19



⑤芸術文化資源の収集、保存及び活用

No. 開催・実施時期 事業名 グループ・施設名

1 4-9月 コレクション展1 横浜美術館

2 10-12月 コレクション展2 横浜美術館

3 1-2月 コレクション展3 横浜美術館

4 通年 コレクションの形成（収集） 横浜美術館

5 通年 コレクションの保存 横浜美術館

6 通年 コレクションの活用 横浜美術館

7 3月 コレクション展 横浜市民ギャラリー

8 通年 コレクション管理 横浜市民ギャラリー

9 通年
コレクションを見る会
（横浜市所蔵カメラ・写真コレクション」保存・活用）

横浜市民ギャラリーあざみ野

10 1-2月
あざみ野フォトアニュアル『写真の伝播』
（横浜市所蔵カメラ・写真コレクション」保存・活用）

横浜市民ギャラリーあざみ野

11 2月
あざみ野フォトアニュアル関連ワークショップ
（横浜市所蔵カメラ・写真コレクション」保存・活用）

横浜市民ギャラリーあざみ野

12 5月
ロビー展示「カメラのしくみ」
（横浜市所蔵カメラ・写真コレクション」保存・活用）

横浜市民ギャラリーあざみ野

13 10月
ロビー展示「ムービング・イメージ」
（横浜市所蔵カメラ・写真コレクション」保存・活用）

横浜市民ギャラリーあざみ野

14 11月
ロビー展示「あざみ野フォトアニュアル予告展示」
（横浜市所蔵カメラ・写真コレクション」保存・活用）

横浜市民ギャラリーあざみ野

15 3月
ロビー展示「レンズのしくみ」
（横浜市所蔵カメラ・写真コレクション」保存・活用）

横浜市民ギャラリーあざみ野

16 通年
カメラ・写真の修復
（横浜市所蔵カメラ・写真コレクション」保存・活用）

横浜市民ギャラリーあざみ野

17 通年
データベースの整備　（一次：写真資料　二次：組み写真資料）
（横浜市所蔵カメラ・写真コレクション」保存・活用）

横浜市民ギャラリーあざみ野

18 通年
ギャラリー　オン　ザ　ウェブ
（横浜市所蔵カメラ・写真コレクション」保存・活用）

横浜市民ギャラリーあざみ野

19 通年
ギャラリー　オン　ザ　マガジン
（横浜市所蔵カメラ・写真コレクション」保存・活用）

横浜市民ギャラリーあざみ野

20 通年
『杉劇アートdeにぎわいプロジェクト』杉劇にぎわいづくり（いそご文化円卓
会議）

磯子区民文化センター
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21 通年 磯子文化ガイドブック 磯子区民文化センター

22 4月、11月 和室公開 大佛次郎記念館

23 通年 作品資料収集活用 大佛次郎記念館

24 通年 所蔵品のオープンデータ化事業 大佛次郎記念館

25 通年 収蔵品展 大佛次郎記念館

26 通年 愛蔵品展示 大佛次郎記念館

⑥芸術文化に関する情報の収集及び提供

No. 開催・実施時期 事業名 グループ・施設名

1 通年 個別事業評価システムの運営 経営企画室

2 通年 子ども事業サイト「ヨコハマ・コドモ・アートナビ」運営 経営企画室

3 通年
財団サイト(統合/オープンデータ)
運営管理

総務グループ

4 通年 動画配信に関わる支援・運営管理 総務グループ

5 通年 情報誌「ヨコハマ・アートナビ」発行 広報・ACYグループ

6 通年 財団パンフレット制作 広報・ACYグループ

7 通年 プレスリリース配信サービス 広報・ACYグループ

8 通年 アーティスト・イン・レジデンス情報発信 広報・ACYグループ

9 通年 創造都市プロモーション 広報・ACYグループ

10 6月 年報の発行 横浜美術館

11 通年 美術情報センター 横浜美術館

12 通年 電子大福帳 横浜にぎわい座

13 通年 友の会の運営
横浜みなとみらいホール、横
浜能楽堂、磯子区民文化セ
ンター
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14 通年 広報事業 各施設

⑦芸術文化振興に関する調査研究及び政策提言

No. 開催・実施時期 事業名 グループ・施設名

1 3月 研究紀要、調査研究 横浜美術館

2 3月 教育普及企画運営会議の開催 横浜美術館

3 通年 調査、研究・国際交流 横浜能楽堂

4 通年 おさらぎ選書刊行 大佛次郎記念館

⑧芸術文化振興のための国内外との交流

No. 開催・実施時期 事業名 グループ・施設名

1 2月 国際舞台芸術ミーティング in 横浜 2017 広報・ACYグループ

2 通年 横浜トリエンナーレへの取組み 横浜美術館

3 通年 海外への発信：展覧会の海外巡回 横浜美術館

4 通年 海外への発信：広報 横浜美術館

5 通年 コレクションの海外巡回 横浜美術館

6 通年 海外への発信（学芸グループ、国際グループ） 横浜美術館

7 5月
日本イタリア国交150周年記念
特別企画公演「楽器は東へ西へ　-琵琶とマンドリン-」

横浜能楽堂

8 未定 ダンスクロス 横浜赤レンガ倉庫1号館

9 1-2月
横浜ダンスコレクション2017
および関連事業

横浜赤レンガ倉庫1号館

10 未定 共催　スウェーデン コンテンポラリーアート展 横浜赤レンガ倉庫1号館

11 6月 フランス月間写真展 横浜赤レンガ倉庫1号館
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【収益事業】

No. 開催・実施時期 事業名 グループ・施設名

1 通年 特別鑑賞会企画 横浜美術館

2 通年 ミュージアムショップ 横浜美術館

3 通年 ミュージアムカフェ 横浜美術館

4 通年 駐車場の運営 横浜美術館

5 通年 ショップ、オリジナルグッズの販売

横浜みなとみらいホール、横
浜能楽堂、横浜にぎわい座、
横浜赤レンガ倉庫1号館、大
佛次郎記念館

6 通年
その他施設運営に伴う収益事業（自販機、撮影受入、チケット受託販売
等）

各施設
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５  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 ㎡） 

アートギャラリー（195 ㎡） 

美術情報センター 

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、レセプションルーム、 

音楽練習室（6 室） 

3 横浜能楽堂 西区紅葉ヶ丘 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（410 席）、小ホール（200 ㎡） 

練習室（50 ㎡）、制作室等 

5 横浜赤レンガ倉庫１号館 中区新港 1-1-1 ホール（最大 400 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、記念室、閲覧室、サロン、会議室、ギャラ

リー、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、アトリエ、アートプラザ、収蔵庫（作品保管

庫）等 

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 4 階

ホール（310 席）、ギャラリー、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する施設 

  施設名 所在地 施設内容 

1 関内ホール 中区住吉町 4-42-1 
大ホール（1,102 席）、小ホール（264 席） 

リハーサル室（4 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、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（3 室）、ギャラリー 

リハーサル室、レクチャールーム等 

 

24



 


	00_表紙＆目次
	01_経営方針
	02_事業概要
	03_集計表
	04_一覧
	05_運営施設一覧
	白紙



