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はじめに 

平成 30年度の大きな変化として、桜桟橋前の京浜急行高架下の鋼板が開き、複数の事業者による活用がはじ

まったことが挙げられる。また、今後の高架下の開発についての計画が、京浜急行から発表され、年度末まで

に黄金町駅に近いエリアの鋼板がほぼすべて撤去されるという、地域にとっては大きな出来事があった。 

そのような地域の状況の変化を受けて、NPO の役割についても、これまで掲げて来たミッションの見直しを

進め、時代と街の変化に即した新しい目標の設定を検討する時期が来ていると考えている。 

当年度のアーティスト・イン・レジデンス（AIR）事業については、長期のアーティスト数の拡大を目指した

が、前年度に引き続いて、長期利用のアーティストの入れ替わりが多く、総数としてはあまり伸びていないと

いう結果になった。一方で 3 ヶ月を上限とする短期レジデンスのプログラムを導入し、春とバザール終了後の

冬に募集を行うようにしたことで、海外を含め、多数の受け入れを行うことができた。また、NPO の施設から

卒業したアーティストがそのまま地域に定住するという傾向は徐々に顕著になりつつあり、今後は彼らを含む

「地域のアーティストに対する」支援というより大きな枠組みが求められている。 

黄金町バザールは通常年同様の約 1 ヶ月の会期で開催した。展示の範囲を若葉町、伊勢佐木・赤英町まで拡

大したことや、また前年同様、大岡川や旭橋を利用した展示を行うなど、今までにない広がりと場所の変化を

取り入れたことによって、発足当初からの目標だった地域とアートを近づけることや、作品の見せ方の多様性

は、ある程度実現できたと思う。また TV の効果で、会期末近くになって急速に来場者数が増え、その多くが

初めて黄金町を訪れる人たちだったことにも大きな意義があった。また今回初めての試みとして、AIR 事業に

ついて学ぶことを目的としたインターンを募集し、ベトナムとフィリピンから 2 名が採用され、バザールの準

備から開催の期間中インターンとして活動した。 

国際交流事業のひとつとして 2015年から継続していた成都市のA4美術館との交換プログラムは両者の同意

のもと、1 年間休止することになったが（2019 年に再開予定）、東アジア文化都市事業として韓国の光州広域

市（アーティストを派遣）、中国の泉州市との交流事業は当年度も実施することになった。泉州市では海外交通

史博物館において開催された「日・中・韓」交流絵画展に黄金町のアーティスト 2 名が参加、また泉州市と横

浜市の交流について振り返る展示を黄金町で開催し、それに合わせて泉州市の若いアーティスト 3 名が来日し、

作品の展示とトークを行なった。 

また、台湾のアーティストグループとの交換展、前年度から継続していたトヨタ財団の助成による韓国清州

市のアート NPO との共同プログラム、韓国の美術館の企画展『asia in Asia』に黄金町の活動紹介のパネルと

資料を展示するなど、国際交流においては多くの実績を上げることができた。 

前年度から黄金町のブランドイメージづくりとアーティスト支援のための作品やグッズの販売を目的として

スタートした「made in Koganecho」は、特に大きな事業を行うことはなかったが、作品販売において実績を

残すことができた。また、日ノ出スタジオのブックバザール横の施設をカフェ仕様に整備し、バザールの期間

にオープンした。
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はじめに 

市民協働事業は黄金スタジオを拠点としたサロンやサポーターによる自主活動を主に行った。 

また、例年のように、協議会の事務局として協議会定例会、防犯パトロール、まちづくり協議、まちづくりニ

ュースの発行等に関わる事務的作業を担当した。 

広報では NPO とレジデンスアーティストの活動に特化して紹介する定期的な広報物を制作するプランがあ

ったが、結局実現に至らなかった。 

平成 30年度は NPO の事業を長期的に継続していく上で、解決しなければならない多くの課題が見え始めた

時期でもあった。 

NPO の管理施設の一部はかなり劣化が進行しており、今後も AIR 事業を継続していくにあたっては、修繕や

改修についてより迅速に対応できるような管理運営のための新しいスキームづくりが緊急の課題になりつつあ

る。 

 また安全・安心の課題については、毎日その只中で活動しているアーティストや NPO スタッフにとってはま

だまだという実感が強いが、一方でこの課題に対する地域内の温度差を感じることも多い。NPO では 10 年以

上経過して、劣化が進んでいた防犯カメラを再整備するとともに、機械警備等々の防犯設備の再整備を行なっ

た。これは地域の防犯にも役立つことになると思う。 

現在の NPO は、それが抱えている事業のボリュームに対して、人員、予算ともに十分ではないという状況に

ある。その解決のために、人員配置を見直した上で、各セクションに管理職としてマネージャーを置くという

新しい体制に移行し、また新たに収益事業を目的とした横断的なチームを編成して次年度を迎えることになっ

た。 

黄金町エリアマネジメントセンター 

事務局長 山野真悟 
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1．アーティスト・イン・レジデンス（AIR）
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． AIR  

1-1．

平 30 年度のアーティスト・イン・レジデンス（AIR）は 期レジデンスのプログラムの 入により、海外

アーティストや 期間の集中制作を 的とするアーティストの利用が しく増加し、例年黄金町バザール時期

のみ使用されている施設の年間 率も上がった。また、今年度は初めての みとして、オリエンテーション、

アーティストのための英語 を実施し、 で利用できる共用の工 として高架下スタジオ Site-C を し

た。

1-1-1．

主に新規入 アーティストを対象にしたオリエンテーションを 月に実施した。黄金町エリアマネジメント

センターの取組みや AIR プログラムの 、事 スタッフとアーティストの紹介を行った。また「AIR しお

り」を作 し、レジデンス期間中に必要な情報等をまとめて配 した。

実 日 時 2018年 14日(土)10:00～12:00 

場 所 高架下スタジオ Site-D 会場 

参加アーティスト数 14 人 

図 1-1-1 AIR しおり表  
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． AIR  

1-1-2．

月 1 回、事 とアーティスト間の情報共有や交流を図ることを 的に定例会 を実施した。 

実 日 時 毎 27 日 17:00～18:00（ 外日あり） 

場 所 高架下スタジオ Site-D 会場 

参加アーティスト数 241人 

表 1-1-2 アーティスト連 会議の実 日と 人数 

実  日 人数 実 日 人数 

2018 年 27 日 (金) 28 2018年 10 24 日 (水) 12 

2018 年 27 日 (日) 23 2018年 11 27 日 ( ) 20 

2018年 6 27 日 (水) 17 2018年 12 17 日 ( ) 19 

2018年 7 27 日 (金) 21 2019年 1 27 日 (日) 24 

2018年 8 27 日 ( ) 17 2019年 2 27 日 (水) 20 

2018年 9 27 日 (木) 15 2019年 3 27 日 (水) 25 

1-1-3．

レジデンスアーティストを対象として、 分の作品を英語でプレ ンテーションすることを に、 本的

なテクニックを し、実 を重 ていく英語 を開催した。 

実 日 時 2019年 2 16日(土)、2 23日(土)、3 2日(土)、3 9 日(土)、3 16日(土) 

回とも 19:00～20:30 （計 5回） 

場 所 高架下スタジオ Site-D 会場、高架下スタジオ Site-A ギャラリー、黄金スタジオ 

写真 1-1-3 語教室開催の様子 写真 1-1-4 回プレゼンの様子 
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１．アーティスト・イン・レジデンス（AIR） 

1-1-4．Site-C工房の整備

 AIRアーティストが無料で利用できる作業スペースとして高架下スタジオ Site-Cを整備し、貸出を行った（貸

出状況については「1-7．施設貸出」を参照）。 

図 1-1-5 高架下スタジオ Site-C 見取り図 
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． AIR  

1-2．

1-2-1．

平 30 年度の 期レジデンスアーティストの総合計は 42 組 47 人で、前年度より大 に減少したが、 期

レジデンスアーティストと合わせて通年 57 組はほぼ例年通りの数字であった（「1-3 期レジデンス」参照）。

表 1-2-1 長期レジデンスアーティスト数 

年  度 総 理物件数（ ） 長期 物件数（ ） アーティスト数

平成 29 年度 109 55 57 組 59 人 

平成 30 年度 116 50 42 組 47 人 

1-2-2．

黄金町バザール 2018 では、 特別プログラム「黄金町のアートを紹介する」として黄金町のアーティストのグ

ループ展示を行った。

a） ループ pass by: のと の

会 期 2018年 9 21日(金)～10 28 日(日)

会 場 黄金スタジオ、 館

参加アーティスト 子、土 大 、平山 、 子、安田 、 田 う、 本 （計 7組）

写真 1-2-2 展示会場の様子 写真 1-2-3 展示  
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． AIR  

写真 1-2-4 田 う 展示  写真 1-2-5 子 展示  

写真 1-2-6 安田  作品 写真 1-2-7 土 大  作品 

b） ループ のアートと 芸

会 期 2018年 9 21日(金)～10 28 日(日)

会 場 横浜にぎわい （横浜市中区野 町 3-110-1）

共 主催 横浜にぎわい

参加アーティスト さかもと り、さんにん工 、竹本真 、 ち木工、山本 美子、 （計 6組）

写真 1-2-8 さかもと り 展示  写真 1-2-9 さんにん工  展示  
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． AIR  

写真 1-2-10 竹本真  展示  写真 1-2-11 ち木工 展示  

写真 1-2-12 山本 美子 展示  写真 1-2-13  展示  

1-2-3．

2018 年度黄金町アーティスト・イン・レジデンス 期および 期 プログラム参加アーティスト、計 14 組

による 在制作の 果を発表する展示・オープンスタジオを実施した。 

a） AIR2018 プ （ ） ・ ープンス  At the Well

会 期 2019年 3 8 日(金)～10日(日)、15日(金)～17日(日) 13:00～18:30（計 日間）

会 場 高架下スタジオ Site-A ギャラリー、 館、山本アパート、他

参加アーティスト 内海 子、エイデン・ルー・ ダ、大野 介、ジェニス・チョン、田中真 、 木理 、

 、平山 、 木 、ミヤケユリ、 子、安田 、山本アンディ 果、 

ローランス・ベンツ （計 14組 長期 8組、 期 6 組）

場者数 333 人 
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． AIR  

写真 1-2-14 内海 子 作品 写真 1-2-15 エイデン・ルー・ ダ 展示  

写真 1-2-16 大野 介 作品 写真 1-2-17 ジェニス・チョン 展示  

写真 1-2-18 田中真  展示  写真 1-2-19 木理  作品 

写真 1-2-20  展示  写真 1-2-21 平山  作品 
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． AIR  

写真 1-2-22 木  展示  写真 1-2-23 ミヤケユリ 展示  

写真 1-2-24 子 展示  写真 1-2-25 安田  展示  

写真 1-2-26 山本アンディ 果 

写真 1-2-27 ローランス・ベンツ 
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． AIR  

写真 1-2-28 Site-A 展示の様子 

 

 

 

プレイベント アーティスト 会議 

参加アーティストによるプレ ンテーションとディスカッションをプレイベントとして開催した。 

開催日 2019年 3 1 日(金)～3日(日) 

会  場 高架下スタジオ Site-A ギャラリー 

 

写真 1-2-29 プレゼンの様子 

 

写真 1-2-30プレゼンの様子 
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． AIR  

1-3．  

 平 30 年度は新たな みとして、 来の 期プログラムのほか、レジデンス期間を 3 月とした 期プログ

ラムを 入し、 に時期を分けて募集した。 

 

1-3-1.  

～  9組 10人 

12 ～3  6組 人 

 

1-3-2．  

a) AIR2018 プ （ ）  

の A PLAYFUL DISTANCE  

会  期 2018年 6 15日(金)～17日(日)、22 日(金)～24 日(日) 13:00～18:30（計 6日間） 

会  場 京急 「日 町駅」～「黄金町駅」間のスタジオ 

参加アーティスト 安 、 、エンク・イマン、大野光 、小山 子、木村 、DamaDamTal、 

        本 、 本  （計 9組） 

場者数 150 人 

 

 

写真 1-3-1 安  展示  

 

写真 1-3-2  展示  

 

写真 1-3-3 エンク・イマン 展示  

 

写真 1-3-4大野光  展示  
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． AIR  

 

 

写真 1-3-5小山 子 展示  

 

 

写真 1-3-6木村  作品 

 

写真 1-3-7  DamaDamTal パフォーマンス展示 

 

写真 1-3-8 本  展示  

 

写真 1-3-9 本  作品 

 

 

 

b) AIR2018 プ （ ） ・ ープンス  At the Well  

 開催 は「1-2-3．長期レジデンスの成果発表」を参照。 
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１．アーティスト・イン・レジデンス（AIR） 

1-4．平成 31年度レジデンス公募 

 前年度に引き続き、平成 31 年度は長期プログラムと短期プログラムを並行して募集をかけたと同時に、施設

の募集件数を最大限の 34 件に増やしたことで、前年度より応募件数は少し増加した。また、海外アーティスト

からの認知度が高まった結果、黄金町バザールの作品プラン募集と間違える状況はなくなった。 

 

募 集 期 間｜2018年 12月 25日(火)〜2019年 2月 4 日(月)（計 42日間） 

説明見学会｜2019年 1月 19日 (土) 14:00〜15:00 参加者数：17 人 

応 募 件 数｜［長期］21 件（国内 14 件、海外 7 件）  ［短期］9件（国内 5件、海外 4件） 

採 用 件 数｜［長期］12 件（国内 8 件、海外 4 件）   ［短期］8件（国内 5件、海外 3 件） 

※日本在住外国籍は海外に含む 
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１．アーティスト・イン・レジデンス（AIR） 

1-5．アーティスト支援 

1-5-1. Site-Aギャラリー展覧会（関連イベント含む） 

平成 30 年度は、自主企画展が 1 本、共同企画展が 2 本、施設貸出しによる企画 7 本が高架下スタジオ Site-A

ギャラリーにて開催された。新しいキュレーターによる企画展示、黄金町バザール参加アーティストとの共同

企画、2016 年に黄金町バザールに参加した渡辺篤による個展といった、これまでのつながりをベースに新しい

風を感じさせる企画を展開することができた。また、2019 年３月にギャラリー内に新たにライブラリースペー

ス「K-Library」を開室した。このライブラリースペースはレジデンスアーティストと地域住民、来街者の新た

な滞留場所として期待される。 

 

A．自主企画展 

a）鷲尾和彦「Station / Station」展 

会 場｜高架下スタジオ Site-A ギャラリー 

会 期｜2018年４月７日(土) 〜 ５月６日(日）11:00〜19:00（計 27 日間 ※4月 30 日より会期延長）  

休 場 日｜月曜日（４月 30日は祝日のため開場） 

主 催｜黄金町エリアマネジメントセンター 

入 場 料｜無料  

来場者数｜645人 

作品点数｜19 点 

オープニング・レセプション｜2018年４月６日（金）18:30〜20:00     

キュレトリアル・チーム｜内海潤也、水谷朋代 

 

キュレーターズ・ステートメント 

写真家・鷲尾和彦の個展「Station / Station」を開催いたします。鷲尾は、移り変わりのなかにいる人々を主

な被写体として、撮影を行ってきました。今回は、作家が 2015 年 9 月にウィーン西駅で偶然遭遇したドイツ

へと向かう難民たちを収めた新作写真シリーズ「NEXT TRAIN」を日本初公開いたします。 また、東京でか

つて「山谷」と呼ばれた日雇い労働者の街にある海外旅行客専門の簡易宿舎で撮影したバックパッカーたちの

ポートレート写真「極東ホテル」シリーズを、同時に展示します。 

安定した居住地から行き先が定まっていない人々が駅で過ごす姿と、 海を渡り仮住まいの部屋で過ごすバッ

クパッカーの姿は、多様な人々が行き交い、一時的に滞在し、そしてどこともなく移り住んでいく、黄金町の

まち/黄金町 AIR の姿と重なります。 日ノ出町駅と黄金町駅との間にある高架下のギャラリーに、安定的な場

所 station から新たな滞在先 station へと移っていくさなかの人々の時間性を出現させることで、移動すること

とは何か、滞在するとは何か、その自由と権利の剥奪について問いかけます。 

 

作家略歴 

鷲尾和彦（わしおかずひこ）、兵庫県生まれ。1997 年に独学で写真を始める。世界的な視線から自らの居場

所である「日本」をとらえた作品制作の姿勢を貫く。2009 年、『極東ホテル』を出版。2011 年、作家・詩人
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． AIR  

の とともに東日本大 発 後から 地をフィールドワークし、 をうらんだりはしな

い と写真集 い 平  On the Horizon を 行。2014 年には日本全国の海 の風景を  15 年間にわ

たり 影したシリー To the Sea を 行する。主な 展は「A la Mer - 海へ -」(ESPACE KUU 、東京、

2016 年)、「WANDERING SOULS」展（Gallery Tanto Tempo、 、2012 年）、「極東 テル Hotel Fareast」

展（AKAAKA、東京、2010 年）など。「 たしかなその日 Seize the Uncertain Day」展（東京 術大学大学

術 、東京、2017 年）や「アルスエレクトロニカ・フェスティバル」(オーストリア、2016 年)など

に参加。 

 

トークイベント「 ること/移動 ること」 

日 時 2018年 4 22日（日）16:00～17:30 

会 場 黄金スタジオ 

者 鷲尾 （写真家）、安 （2018 年度黄金町レジデンス 期 参加アーティスト） 

会 内海 （黄金町エリアマネジメントセンター キュレトリアル・チーム） 

参 加 料 

場者数 26人 

 

 

図 1-5-1 フライヤー（A4変形 カラー） 
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１．アーティスト・イン・レジデンス（AIR） 

 

  

写真 1-5-2 新作インスタレーション《Station.》2018年 展示風景 写真 1-5-3 「極東ホテル」シリーズ 展示風景 

 

 

B．共同企画展 

a）「Singing Machine」 

会 場｜八番館 

会 期｜2019年３月 23日(土)18:00〜21:00、24日(日)・29 日(金)〜31日(日)14:00〜20:00（計 5 日間） 

主 催｜黄金町エリアマネジメントセンター 

インスタント・コーヒー（黄金町バザール 2018 参加アーティスト） 

参加アーティスト｜インスタント・コーヒー、Kyly（カイリー、3ピース K ポップバンド） 

入 場 料｜500 円 

来場者数｜65 人 

オープニング・レセプション｜2019年 3月 23日(土) 18:00〜20:00 

 

◆Kyly ライブ 各回 30分ほど 

会 場｜八番館 

日 時｜2019年３月 23日（土）19:00〜、24 日（日）15:00〜、30 日（土）14:00〜、16:00〜 

31日（日）14:00〜、16:00〜（計 6 回） 

 

展覧会あいさつ 

黄金町バザール 2018 参加アーティスト、インスタント・コーヒーが、再び、韓国のポップバンド Kyly を引

き連れて黄金町にやってきました。今回は、レジデンスアーティストの阿川大樹とのコラボレーションにより、

彼が作詞を担当した新曲『Sakura Storm』を初お披露目いたしました。インスタント・コーヒーによる映像イ

ンスタレーションと Kyly によるライブ演奏をお楽しみください。 
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． AIR  

 

  

図 1-5-4 バナーイメージ 図 1-5-5 Sakura Storm CD イメージ 

 

 
図 1-5-6 Sakura Storm PV（ 影・ ：レジデンスアーティスト 本 ） 

URL: https://youtu.be/CL1ERfNeUmc 
 

 

写真 1-5-7 Kyly ライブの様子 写真 1-5-8 「Singing Machine」プロジェクト 
館インスタレーション
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１．アーティスト・イン・レジデンス（AIR） 

b）「Re:Open body」展 

会 場｜高架下スタジオ Site-A 小ギャラリー 

日 時｜2019年 3月 30日(土)、31日(日) 11:00〜17:00（会期は５月 12日(日)まで） 

主 催｜黄金町エリアマネジメントセンター、Back and Forth Collective 

来場者数｜80 人 

 

展覧会あいさつ 

3月 30日（土）からのライブラリー開室とともに本間メイ、坂本夏海、滝朝子によるグループ展「Re:open body」

（5 月 12 日（日）まで）も併設ギャラリースペースに開催いたしました。本展タイトルに冠する「Re:」は、

もともとラテン語で「〜に関して」（regarding〜）という意味を持っていましたが、現在はメールの返信（Reply）

を表す記号として機能しています。また、記号表記のみなので特定の発音を付与されておらず、「り」「りー」

「れ」「れー」といずれの読み方も可能です。この記号になぞらえ、3 作家それぞれが「オープンな身体」とい

う問いへの返信（Re:）をし、身体を改めて開くこと（Re-open body）、そして固定されていない音を持つ身体

の解放（Re:open body）についてリサーチした結果を作品として発表しました。 

 

Back and Forth Collective とは 

リサーチを基にした制作を行うアーティストが中心となり、社会的なトピックと日常とのつながりに関心を

持つメンバーとともに結成したコミュニティ。特定のスペースを持たず、その時々でプロジェクトを立ち上げ、

興味関心を共にする人々とリサーチやディスカッション、実践を企画している。最近はジェンダーや女性に関

する歴史について取り組んでいる。 

https://backandforthcollective.wordpress.com 

 

作家プロフィール 

●本間メイ 

1985 年東京都生まれ。バンドン／東京都拠点。2011 年チェルシー芸術大学大学院ファインアーツ科修了。

インドネシアと日本の歴史的関係や、ジェンダーに纏わるリサーチから社会・政治的な問題や多国間関係を考

察し、映像やインスタレーションを発表。 

●滝朝子 

1988 年生まれ、2011 年チェルシー芸術大学ファインアーツ科卒業。NPO ARDA 事務局長。人々の境界と交

わりに着目し、近年は東京の多文化コミュニティの中で実践をしながら制作し、主に参加型プロジェクトを多

種のメディアを用いたインスタレーションとして発表。 

●坂本夏海 

1986 年東京生まれ、2019 年よりグラスゴー拠点。2014 年チェルシー芸術大学大学院ファインアーツ学科卒

業。記憶と物語の関係性に焦点を当てた映像作品、絵画やインスタレーションを制作し、近年は魔女狩りの歴

史や迷信についての作品に取り組んでいる。 
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１．アーティスト・イン・レジデンス（AIR） 

 

 図 1-5-9 フライヤー（A4 両面カラー） 

  

  
写真 1-5-10 「Re:Open body」展 展示風景 写真 1-5-11 K-Library の内部 

 

 

C．貸出しによる企画 

a）女子美術大学 3 人展 

タイトル｜「3pieces」 

会 場｜八番館、1-1 スタジオ G 

日 時｜2018年 5月 6日(日)〜13日(日) 10:00〜19:00 

入 場 料｜無料 

 

b）共進中学校美術部による展示会 

タイトル｜「中学生の日常（進化 ver.）〜あの頃落とした❤remember〜」 

会 場｜GALA HOUSE E 

日 時｜2018年 10月 11日(木)〜14日(日) 11:00〜18:00 

入 場 料｜無料 
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１．アーティスト・イン・レジデンス（AIR） 

c）関東学院大学 グループ展 

タイトル｜「Forrest Gump」 

会 場｜高架下スタジオ Site-A ギャラリー 

日 時｜2018年 11月 17日（土）11:00〜21:00、18日（日）10:00〜20:00 

入 場 料｜無料 

 

d）ノ・ギフン 個展 

タイトル｜「日蝕」 

会 場｜高架下スタジオ Site-A ギャラリー 

日 時｜2018年 11月 30日（金）〜12月 6日（木）11:00〜19:00 

来場者数｜88 人 

入 場 料｜無料 

 

e）女子美術大学大学院博士前期課程 6 人による個展形式の展覧会 

タイトル｜「モンタージュ」 

会 場｜1-1スタジオ G、八番館 

日 時｜2019年 1月 20日（日）〜26日（土）11:00〜18:30 

入 場 料｜無料 

 

f）渡辺篤 個展 

タイトル｜「アイムヒア」プロジェクト写真集出版記念展「まなざしについて」 

会 場｜高架下スタジオ Site-A ギャラリー 

日 時｜2019年 2月 16日（土）〜24日（日）11:00〜19:00 

来場者数｜1100人 

入 場 料｜無料 

 

g）関東学院大学 グループ展 

会 場｜高架下スタジオ Site-A ギャラリー 

日 時｜2019年 3月 30日（土）、31日（日）11:00〜19:00 

入 場 料｜無料 
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１．アーティスト・イン・レジデンス（AIR） 

1-5-2．made in Koganecho 

2017 年よりスタートした「made in Koganecho」は、黄金町のアーティストの成果物を黄金町産というブラ

ンドとしてエリア外へ発信し、展示等を通して販売へとつなげていくプロジェクト。今年度は、made in 

Koganecho ギャラリーを単にオープンするだけではなく、様々なイベントとコラボレーションする形で作品を

販売した。鷲尾和彦個展では高架下スタジオ Site-A ギャラリーで展示されている作品と同シリーズの作品を展

示販売。また、黄金町バザールの特別プログラムとして会期中にギャラリーをオープン。黄金町バザール 2018

参加作家の作品を数点展示販売し、バザール会期終了後も引き続き取り扱った。その他、日ノ出カフェスペー

ス解放時やイベントの際にオープン。国際交流事業で実施した台湾での展示の際に、作品 3 点が売却され、今

年度は計 12 点の作品を売却した。また来年度に向けて、Clear Mind（韓国、ソウル） との販売事業に関して

の打ち合わせを計 3 回、黄金町とソウルで行った。 

 

展示作家｜大野光一、メリノ、さとうりさ、楊珪宋、小畑祐也、インスタント・コーヒー、関本幸治、 

ユ・ソンジュン、葉栗翠、さかもとゆり、鷲尾和彦、安田拓郎、竹本真紀、秋山直子、廖震平 

 （計 15組） 

売却作品作家｜大野光一、メリノ、さとうりさ、楊珪宋、小畑祐也、インスタント・コーヒー、関本幸治 

   （計 7 組） 

 

  
写真 1-5-12 made in Koganecho ギャラリー展示風景 写真 1-5-13 made in Koganecho ギャラリー展示風景 

 
写真 1-5-14 made in Koganecho ギャラリー展示風景 
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１．アーティスト・イン・レジデンス（AIR） 

1-6．黄金町芸術学校 

黄金町レジデンスアーティストが講師となって実施する市民・子ども向けの黄金町芸術学校のプログラムは

今年度、実技講座 7 講座、座学講座 4 講座を開講した。黄金町バザール期間中にテレビで特集されたことによ

り、受講に関する問い合わせが増えた。 

表 1-6-1 前年度との比較 

 

1-6-1．実施講座 

A．実技講座 

a）ふらっと一日陶芸体験 

 前年度に引き続き、「手びねり」と「絵付け」のどちらかを一日で体験する初心者向けの講座を実施した。 

講 師｜さかもとゆり（アーティスト） 

実 施 回 数｜10回 

述べ参加人数｜26人 

会 場｜MOMO 

日 時｜2018年 6月 10日(日)、7月 1日(日)、8月 12日(日)、9月 9 日(日)、 

10月 7日(日)、11月 11日(日)、12月 16 日(日)、2019年 1月 20 日(日)、2月 10日(日)、 

3月 10日(日) 各日とも 11:00〜12:30／13:30〜15:00 

受 講 料｜手びねり 2,000 円／絵付け 1,500円 ※材料費込 

 

b）陶芸３日コース 

手びねりで自由に造形し、受講者が作りたいものを制作する３日コースの陶芸講座を実施した。 

講 師｜さかもとゆり（アーティスト） 

実 施 回 数｜18回 

述べ参加人数｜30人 

会 場｜MOMO 

日 時｜2018年 5月 27日(日)、6月 3日(日)、24 日(日) 

     2018年 7月 26日(木)、8月 2日(木)、16日(木) 

     2018年 7月 29日(日)、8月 5日(日)、19日(日) 

     2018年 10月 28 日(日)、11月 4 日(日)、18日(日) 

     2019年 1月 31日(木)、2月 7日(木)、21日(木) 

     2019年 3月 3 日(日)、17 日(日)、31 日(日) 各日とも 13:30〜16:00 

受 講 料｜大人 6,000円／子ども 3,000円 ※全３回、材料費・焼成料別 

 

年 度 講座開催回数 延べ参加人数 

平成 29年度 28回 98人 

平成 30年度 79回 261人 
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１．アーティスト・イン・レジデンス（AIR） 

 
写真 1-6-2 手びねり作品例 

c）あみもの講座 

 マンツーマン〜少人数を対象に、棒針・かぎ針・機械編みなど好きな編み方を学べる講座を実施した。 

講 師｜近あづき（アーティスト） 

実 施 回 数｜4回 

述べ参加人数｜5人 

会 場｜黄金スタジオ 

日 時｜予約制（１〜３時間） 

受 講 料｜2,000円（１時間）／5,000円（３時間） 

 

d）あみもの講座（編機体験） 

編機を利用して３時間でスヌードやマフラーを編む機械編み入門講座を実施した。 

講 師｜近あづき（アーティスト） 

実 施 回 数｜6回 

述べ参加人数｜9人 

会 場｜黄金スタジオ 

日 時｜予約制（３時間） 

受 講 料｜1,500円（３時間） 

 

  
写真 1-6-3 あみもの講座の様子 写真 1-6-4 編機作品例 
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１．アーティスト・イン・レジデンス（AIR） 

e）簡単ビデオジャーナル制作 

スマートフォンやハンディカムを使って撮影、編集し、短い映像作品を制作する講座を実施した。 

講 師｜吉本直紀（映像作家） 

実 施 回 数｜2回 

述べ参加人数｜2人 

会 場｜高架下スタジオ Site-D 集会場 

日 時｜2018年 7月 21日(土)、22日(日) 11：00〜15：00 

受 講 料｜3,000円 

f）粘土で楽器をつくってみよう 

おもに小学生を対象として、ワークショップ形式により粘土で楽器を作る講座を実施した。 

講 師｜田中真帆（陶芸作家） 

実 施 回 数｜2回 

述べ参加人数｜12人 

会 場｜黄金スタジオ 

日 時｜2018年８月 12日(日) 10：00〜12：00／13：00〜15：00 

受 講 料｜700 円 

 

g）頭で考えるデッサン教室 

 必要な道具の準備はじめ、鉛筆によるデッサンの基礎を学ぶ連続講座を実施した。 

講 師｜葉栗翠（アーティスト） 

実 施 回 数｜7回 

述べ参加人数｜12人 

会 場｜黄金スタジオ 

日 時｜隔週日曜日 14：00〜16：00 

受 講 料｜1,500円 ※モチーフ代別 

 
写真 1-6-5 デッサン教室の様子 
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１．アーティスト・イン・レジデンス（AIR） 

B．座学講座 

a）美術の話

美術ジャーナリスト・画家である講師が、毎回テーマを設定して座学による美術講座を実施した。

講 師｜村田真（美術ジャーナリスト・画家） 

実 施 回 数｜10回 

述べ参加人数｜61人 

会 場｜高架下スタジオ Site-D 集会場 

日 時｜毎月第４火曜日 19：00〜21：00 

受 講 料｜500 円 

b）アートと社会の関係を考える講座

架空の芸術センターを構想するワークショップと講義を中心に講座を実施した。

講 師｜山野真悟（黄金町バザールディレクター） 

実 施 回 数｜12回 

述べ参加人数｜36人 

会 場｜高架下スタジオ Site-D 集会場 

日 時｜隔週水曜日 19：00〜21：00 

受 講 料｜500 円 

c）英語でコミュニケーションしてみよう＜初級＞

英語で友達作りをすることを目標に初級の英語講座を実施した。

講 師｜山田よしえ（英会話講師） 

実 施 回 数｜4回 

述べ参加人数｜35人 

会 場｜黄金スタジオ 

日 時｜2018年８月 18日(土)、19日(日)、９月１日(土)、２日(日) 10：30〜12：15 

受 講 料｜500 円 

d）英語でコミュニケーションしてみよう＜中級＞

英語で道案内をすることを目標に中級の英語講座を実施した。

講 師｜山田よしえ（英会話講師） 

実 施 回 数｜4回 

述べ参加人数｜33人 

会 場｜黄金スタジオ 

日 時｜2018年９月８日(土)、９日(日)、15日(土)、16日(日) 10：30〜12：15 

受 講 料｜500 円 
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１．アーティスト・イン・レジデンス（AIR） 

1-6-2. アンケート調査

受講生を対象に、アンケート調査を実施した（回答数：19 人）。 

回答選択式の質問と自由記入欄からなるアンケートで、質問と回答は下記の通りである。 

【質問１】内容について 

【質問２】講師について 

【質問３】受講時間について 

非常に良い, 16 

良い, 0 普通, 0 

不満, 0 

非常に良い, 19 

良い, 0 普通, 0 

不満, 0 

ちょうど良い, 16 

良い, 2 

普通, 0 

不満, 0 

未回答, 1 
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１．アーティスト・イン・レジデンス（AIR） 

【質問４】受講料について 

【質問５】講座を知ったきっかけ 

【感想・意見（原文抜粋）】 

・目的に合わせて基本を教えてもらうことができ、大満足です。

・明るいアトリエで楽しく受講できました。

・知りたかったこと以外にも教えて下さったので嬉しかったです。

・HP がちょっとわかりにくかったです。申込みフォームもスケジュールや定員がわかるものがほしかったです。

・すごく楽しかった（小学生）。

・少し難しかったけど、子供が楽しんでできたので良かった。

安い, 2 

適正, 16 

高い, 0 

未回答, 1 

ホームページ, 4

SNS, 4 

メールニュース,
0 

チラシ, 6

その他, 5 
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１．アーティスト・イン・レジデンス（AIR） 

1-7．施設貸出

施設貸出は、創造的な活動（展示、制作、制作のための滞在）の支援、活発な地域の活動（イベントの実施）

支援等を目的として、当 NPO の管理施設を短期的に貸し出す取り組みであり、最短 1 日(時間貸し)から最長 3

ヶ月の間で施設のレンタルを行っている。 

平成 30 年度は 3 ヶ月の短期レジデンスプログラムを開始したため、短期レジデンスアーティストとして滞在

した者はこの集計からは除いている（「1-3．短期レジデンス」参照）。 

1-7-1．施設の分類

貸出施設を、用途に併せて以下のように分類している。 

a)ス タ ジ オ：主に作品制作に適した施設

b)レ ジ デ ン ス：作品の制作・発表などに伴う滞在が可能な施設

c)多目的スペース：会議、演劇公演、イベント開催など多目的に使える施設

d)ギ ャ ラ リ ー：作品展示に適した施設

1-7-2．施設数

平成 31 年３月現在、短期間の貸出対象として主に 11 件の施設を活用している。短期レジデンスプログラム

開始に伴い、これまで短期レジデンス施設としていた八番館レジデンスや CHAP は、アーティスト・イン・レ

ジデンス施設として優先活用し、入居アーティストが不在の時期のみ貸出を行った。また、長期利用施設も希

望があれば短期間の貸出を行う方針をとった。 

表 1-7-1 短期間貸出施設一覧 

No. 施設名 用途 

1 黄金スタジオ 
スタジオ

2 Site-C 

3 高橋ビル 201 号室 
レジデンス

4 高橋ビル 202 号室 

5 Site-D 

多目的スペース 
6 日ノ出スタジオⅡ棟 

7 黄金スタジオカフェ 

8 かいだん広場 

9 Site-A 

ギャラリー 10 八番館 

11 1 の 1 スタジオ G 
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１．アーティスト・イン・レジデンス（AIR） 

1-7-3．貸出施設の稼動状況について

A．利用件数 

施設貸出として、合計 78 件の利用があり、前年度とほぼ同程度の数字となった。 

表 1-7-2 利用総件数、前年度比較 

平成 29 年度利用件数 平成 30 年度利用件数 

76 件 78 件 

B．施設毎の利用状況について 

 「スタジオ」の利用は合計 29 件で、中でも Site-C の利用が 22 件と最も多かった。AIR アーティストのため

の共用工房として運用したため、22 件の利用のうち 20 件が AIR アーティストの利用であった。 

「レジデンス」の利用は合計 6 件だった。３ヶ月を超えるものは短期レジデンスプログラムとして採用した

が、1 ヶ月から２ヶ月程度の滞在も年間を通して問い合わせがあり、今後も対応していきたい。 

 「多目的スペース」の利用は合計 27 件で、利用時における平均日数は、定期利用を除いて 1 日のものがほと

んどであった。 

「ギャラリー」の利用は合計 16 件で、利用時における平均日数は 7 日程度だった。 

表 1-7-3 施設毎の利用状況 

施設名 用途 利用日数 利用件数 平均利用日数 貸出稼働率 

Site-C スタジオ 109 22 5 29.8% 

ステップ・スリー スタジオ 35 1 35 9.5% 

小串スタジオ スタジオ 9 5 2 2.4% 

黄金スタジオ スタジオ 20 1 20 5.4% 

高橋 201 号室 レジデンス 2 1 2 0.5% 

高橋 301 号室 レジデンス 108 3 36 29.5% 

初音スタジオ B1 レジデンス 7 1 7 1.9% 

初音スタジオ B2 レジデンス 28 1 28 7.6% 

Site-D 多目的スペース 101 23 4 27.6% 

日ノ出スタジオ 多目的スペース 3 2 2 0.8% 

CHAP 多目的スペース 2 2 1 0.5% 

Site-A ギャラリー 31 7 4 8.4% 

1 の 1 スタジオ G ギャラリー 29 4 7 7.9% 

八番館 ギャラリー 15 2 8 4.1% 

黄金ミニレジデンス O ギャラリー 7 1 7 1.9% 

GALA HOUSE E ギャラリー 4 1 4 1% 

ハツネウィング A ギャラリー 9 1 9 2.4% 

利用件数合計 78 
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1-7-4．利用用途について

A．スタジオ 

スタジオの利用用途としては、作品制作が最も多く、中には制作のための打ち合わせスペースとして、ある

いは作品を壁に掛けて確認することを目的に利用したケースもあった。 

B．レジデンス 

レジデンス利用は、海外や国内遠方地に拠点を構えるアーティスト個人の利用が多く、他には横浜に拠点を

構えるアート系団体が自身のスペースで展示やパフォーマンスのためにアーティストを招聘する際の宿泊利用

として活用された。 

C．多目的スペース 

 多目的スペースの利用用途は、会議、イベント、演劇公演、介護予防教室など多岐に渡った。一定以上の人

数が収容できる多目的スペースは、貸出についての問い合わせが最も多く、今後は機材や備品の貸出も充実さ

せていきたい。 

D．ギャラリー 

 ギャラリーの利用用途は、アーティストによる個展、グループ展、写真集出版記念展などであった（「1-5-1．

Site-A ギャラリー展覧会」参照）。 

E．その他 

下記 2 団体に対して、継続的な活動支援を目的に定期的な場所の貸出を行った。 

a) 初黄・日ノ出町環境浄化推進協議会

貸出施設｜高架下スタジオ site-D 集会場

貸出期間｜毎月 1〜2回

内 容｜安全・安心のまちづくりを推進するための会議

b) 横浜市中区子ども家庭支援課

貸出施設｜高架下スタジオ site-D 集会場

貸出期間｜毎週火曜日 10:00〜12:00

内 容｜子育て支援者による相談会
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１．アーティスト・イン・レジデンス（AIR） 

1-8．施設改修・コンバージョンの実施

横浜市の借上げた小規模店舗や高架下施設を中心に、アーティスト等が利用するスタジオや展示会場へのコ

ンバージョンを実施した。

A．スタジオ、レジデンススペースの改修例 

ハツネウィング A
1F：スタジオ、ギャラリー 

2F：レジデンススペース 

＜改修内容＞ 

解体・電気・内装仕上工事 

1 階は、スタジオ、ギャラリーとして既に改修済みであったが、2 階

は、小規模店舗時代の細かい間仕切り壁が残ったままであった。 

今回は間仕切り壁を取り払い、複数人が滞在・制作できるレジデン

ススペースとするため、電気、内装仕上工事等を行った。

写真 1-8-1 ハツネウィング工事中の様子 

B．展示会場へのコンバージョン例 

山本アパート 展示会場 

＜改修内容＞ 

床補修・電気工事 

古い木造アパートを黄金町バ

ザール展示会場としてコンバ

ージョンした。 

改修前の建物の雰囲気を残し

つつ作品を展示するための照

明設置と、鑑賞者が安全に鑑賞

できるよう床の補修工事を行

った。 

写真 1-8-2 山本アパートの展示風景 
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36



２．黄金町バザール 2018 

2-1．開催概要 

 平成 30 年度で 11 回目を迎えた「黄金町バザール 2018」は、「フライング・スーパーマーケット」をテーマ

に、「黄金町バザール」の初心に戻りながらも、それを超えていく試みとして、会場エリアの拡大、複数の場所

をつなぐ作品展開、新会場の利用に取り組んだ。大岡川の川沿いにも継続して作品を展示した。 

 

表 2-1-1 開催概要 

タイトル 黄金町バザール2018−フライング・スーパーマーケット 

会期 2018年9月21日（金）〜10月28日（日）【計33日間】 

休場日 月曜日（月曜祝日の場合は翌⽕曜日）【計5日間】 

開催時間 11:00〜18:30 ※10月6日・7日・26日・27日は20:00まで開場 

展示会場 京急線「日ノ出町駅」から「黄金町駅」間の⾼架下スタジオ、周辺のスタジオ、地域の

商店、屋外、他 

入場料 チケット（単体）：700 円（販売期間：9月21日〜10月28日） *会期中有効 

※⾼校生以下無料 

 ※地域（日ノ出町、初音町、黄金町、赤英町）は無料配布 

 ※障害者手帳をお持ちの方と同伴者 1 名 無料 

 ※団体 10 名以上の場合は割引あり（500 円/人） 

チケット＋公式エコバッグまたは公式サコッシュのセット：1500 円 *販売期間同上 

主催 NPO法人黄金町エリアマネジメントセンター、初黄・日ノ出町環境浄化推進協議会 

共催 横浜市 

後援 神奈川県／公益財団法人横浜市芸術文化振興財団／カナダ大使館／駐日韓国大使館 韓

国文化院／シンガポール大使館／駐日フィリピン共和国大使館／台北駐日経済文化代

表処 台湾文化センター 

協賛 京浜急行電鉄株式会社／アサヒビール株式会社／アサヒ飲料株式会社 

協力 神奈川県警察本部／神奈川県伊勢佐木警察署／公益社団法人横浜中法人会／日ノ出町

町内会／初黄町内会／赤英町内会／初黄日商店会／日ノ出町駅前商店会／日ノ出町青

年会／一般社団法人大岡川川の駅運営委員会／公立大学法人横浜市立大学／学校法人

トキワ松学園 横浜美術大学／ 98B COLLABoratory ／ Space Ppong ／ ZeroStation  

助成 平成30 年度文化庁アーティスト・イン・レジデンス活動支援事業／公益財団法人トヨ

タ財団 

 

 

2-2．前年度との比較 

2-2-1．会期 

 平成 30 年度は「ヨコハマトリエンナーレ」の開催年ではなかったため、前年度の約 1/3 の開催期間であった。

展示期間を遅らせた分、レジデンス期間は長くなった。 
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表 2-2-1 期間 前年度比較 

年度 レジデンス期間 展示期間 

平成 29 年度 2017 年 7 月〜8 月 [vol.1] 2017年８月４日(金)〜９月13日(水) 

[vol.2] 2017 年９月 15 日(金)〜11 月５日(日) 

【計 88 日間】 

平成 30 年度 2018 年 7 月〜9 月 2018 年 9 月 21 日(金)〜10 月 28 日(日) 

【計 33 日間】 

 

2-2-2. 来場者数 

 来場者数は 12,889 人で、前年度の約 3 割であった。会期が短かったことに加えて、ヨコハマトリエンナーレ

の開催年ではなかったことが理由として考えられる。 

表 2-2-2 総来場者数 前年度比較 

年度 総来場者数 

平成 28 年度 13,491 人【会期 32 日間】 
平成 29 年度 

※トリエンナーレ開催年 38,703 人【会期 88 日間】 

平成 30 年度 12,889 人【会期 33 日間】 

 

2-2-3．参加アーティスト数 

参加アーティスト数はメインプログラム 17 組（国内 10 組、海外 7 組）、特別プログラム 19 組（国内組、海

外組）であった。公募による選定に加えて、連携する海外のアート団体からの推薦によって選定した。前年度

に比べてメインプログラムの参加アーティスト数は減ったが、黄金町のアーティストの参加数は増加している。 

表 2-2-3 参加アーティスト数 前年度比較 

年度 合計 国 内 海 外 

平成 29 年度 25 組 ［アートプロジェクト］14 組 

（キュレトリアル・チーム推薦 11

組、公募 1 組、黄金町のアーティス

ト 2 組） 

［アートプロジェクト］11 組 

（キュレトリアル・チーム推薦 2 組、

公募 3 組、海外協力団体推薦 4 組、

黄金町のアーティスト 2 組） 

 

平成 30 年度 36 組 ［メインプログラム］10 組 

（公募 10 組） 

＊うち黄金町 AIR 参加アーティスト 5 組 

［特別プログラム］17 組 

※made in Koganecho のアーティストは数

に含めていない 

［メインプログラム］7 組 

（推薦 3 組、公募 4 組） 

［特別プログラム］2 組 

※made in Koganecho のアーティストは数

に含めていない 
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2-3．プログラム内容 

アジアを中心に国内外から 17 組のアーティストを迎えて地域に広がる展示とアーティスト自主企画を含む

「メインプログラム」、黄金町の 19 組のアーティストを紹介する「特別プログラム」、ガイドツアーやワークシ

ョップなどの「イベント」の 3 つの柱のほか、「人材育成プログラム」を加えた 4 つのプログラムを展開した。 

 

A．メインプログラム 

 公募による選定、連携する海外のアート団体からの推薦による選定、黄金町レジデンスアーティストの中か

らの選定、以上 3 つの方法によって選ばれた 17 組のアーティストが、約 3 ヶ月間にわたる滞在制作をとおして

新作を発表した。 

 

参加アーティスト｜17 組 

●谷耀介（横浜）［公募］ 

●大野光一（東京）［公募］ 

●メランカオリ（取手）［公募］ 

●安里槙＋許田盛哉＋etc.（沖縄）［公募］ 

●安部泰輔（大分）［公募］（滞在期間：9 月 11 日〜10 月 31 日） 

●葉栗翠＋イクタケマコト（簡易美術館）［黄金町 AIR プログラム参加アーティスト］ 

●Red Profile（嶋山文香）［黄金町 AIR プログラム参加アーティスト］ 

●近あづき［黄金町 AIR プログラム参加アーティスト］ 

●人見紗操［黄金町 AIR プログラム参加アーティスト］ 

●山本アンディ彩果［黄金町 AIR プログラム参加アーティスト］ 

●スピーク・クリプティック (ファリズワン・ファジャリ、シンガポール)［公募］（滞在期間：8 月 21 日〜10 月 1 日） 

●蔡坤霖(ツァイ・クェンリン)＋山田哲平＋林子皓(リン・ズハオ)（台湾、日本）［公募］ 

      （滞在期間：蔡坤霖 7 月 23 日〜9 月 1 日、9 月 9 日〜10 月 2 日）   

●インスタント・コーヒー（カナダ）［公募］（滞在期間：8 月 20 日〜11 月 16 日） 

●エスクリ（ジェット・イラガン、フィリピン）［公募］（滞在期間：8 月 15 日〜10 月 3 日） 

●イ・スンハ（韓国）［推薦：Space Ppong（韓国・光州）］（滞在期間：7 月 22 日〜9 月 23 日） 

●フイ・ティエン・ムイェン（ベトナム）［推薦：Zero Station（ベトナム）］（滞在期間：8 月 2 日〜10 月 2 日） 

●キム・ミファ（韓国）［トヨタ財団 2016 年度国際助成プログラム］（滞在期間：8 月 26 日〜10 月 29 日） 
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●谷耀介（横浜）［公募］ 

 

高架沿いの小さな一室に、《虚金湯（コガネユ）》とい

う、妖怪が出現する架空の「お風呂場」を作り出した。

銭湯の洗い場を模した空間の中の鏡には、鑑賞者では

なく、見えないはずの「虚金湯の客たち」が体を洗う

様子が映し出される。黄金町を舞台にして、鑑賞者が

簡単に虚構の世界にアクセスできるような空間を出現

させた。 

  
写真 2-3-1 谷耀介《虚金湯》2018 年 

 
 
 

●大野光一（東京）［公募］ 

 

二階建ての建物全体を 150 枚以上の「顔」で満たす新

作インスタレーション《此処に在る広がり続ける彼方

の顔の》。大野が上下階という空間を用いた初めての作

品である。一階の展示は大きいサイズの作品によって

構成され、階段の壁面にまで敷き詰められた絵画の間

を通り抜けながら二階へと上がると、終わりがあるの

だろうかと思わせるほどの数の「顔」が敷き詰められ

た部屋へと辿りつく。 

 
写真 2-3-2 大野光一《此処に在る広がり続ける彼方の顔の》 

2018 年 インスタレーション一部展示風景 
 
 
 
 
 

●メランカオリ（取手）［公募］ 

 

展示場所にインスピレーションを受け制作した《UFO

開き》、過去作をバザール仕様に仕上げた《占い師メラ

ンカオリ〜夜の街で無闇に光る預言の保護者〜》の 2

点を展示した。 人類が想像してきた未確認飛行物体の

銀色を物体の外側から部屋の内側へと転換させ、鑑賞

者はその実態である銀色が普段から消費している安価

なもので成り立っていることを知り、フィクションが

もつ異様さが実は日常の中に存在していることに気づ

く。 

 
写真 2-3-3 メランカオリ《UFO 開き》2018 年 
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●安里槙＋許田盛哉＋etc.（沖縄）［公募］ 

 

沖縄のギャラリー「PIN-UP Gallery」 に関係するアー

ティスト 11 名によるグループ展とその作品販売場所

として「PIN-UP Gallery Pop Up Store」を黄金町に出

現させた。一時的に現れ、変化し、消えていくインス

タレーション作品としての「ポップアップ・ストア」

を展開し、地域やスペース間の差を飛び越えて経験の

共有と交流を目指した。 
 

写真 2-3-4 安里槙＋許田盛哉＋etc. 
《PIN-UP Gallery Pop Up Store》2018 年 

 
 
 
 
 
 

●安部泰輔（大分）［公募］ 

 

《黄金森》は集めた古着で「森」をイメージして構成

した空間である。その中で参加者が描いたドローイン

グを元に、安部が「ヌイグルミオブジェ」を毎日制作

する参加型の公開制作を続ける。 古着の木に参加者が

描いたドローイングを「花」、作家が制作したヌイグル

ミオブジェを「果実」に例え、日々花が咲き、果実が

実り続け、最後に参加者が持ち帰る＝「収穫する」こ

とで、黄金町から森が広がり続ける。 

 
写真 2-3-5 安部泰輔《黄金森》2018 年 

 
 
 
 
 

 

●葉栗翠＋イクタケマコト（簡易美術館） 

［黄金町 AIR プログラム参加アーティスト］ 

 

黄金町で活動するアーティストや、地域の団体から集

めたデザインを元に T シャツを制作し、空間を構成。

既存の「文化」や「芸術」の枠組みを問いただす試み

として「持ち帰れる美術品」を展示販売し、シルクス

クリーン・プリントのワークショップも含めた《簡易

美術館（いんすたんとみゅーじあむ）》を展開した。     

 

 
写真 2-3-6 葉栗翠＋イクタケマコト《簡易美術館（いんすたんとみ
ゅーじあむ）》2018 年 インスタレーション風景 
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２．黄金町バザール 2018 

 
●Red Profile（嶋山文香） 

［黄金町 AIR プログラム参加アーティスト］ 

 

テーマ「フライング・スーパーマーケット」に合わせ

たコレクションを発表。アジアでのマーケットで体験

した物語から出発した今回のコレクションは、コレク

ション発表の場として一般的なランウェイやルック・

ブックではなく、展示という形式で発表した。 

 
写真 2-3-7  RED Profile（嶋山文香）《フライング・スーパーマー
ケットのためのコレクション》2018 年 一部展示風景 
 
 
 

●近あづき［黄金町 AIR プログラム参加アーティスト］ 

 

アパートの裏階段を舞台に、糸を素材とした生物とも

無生物とも言えないものを創作した。無造作とも思え

るような黄金町の家々の前に独自のルールで置かれて

いく植物に着想を得て制作。都市計画の中で区画化さ

れていく「庭」の狭窄さに疑問を投げかける。 

 
写真 2-3-8 近あづき《町の庭》2018 年 

 
 
 

●人見紗操［黄金町 AIR プログラム参加アーティスト］ 

 

新作映像インスタレーション《鳥男の墜落》は、「飛ぶ

こと」とは一見正反対であるが必ず付随する「落下す

ること」にまつわるストーリーを独自の視点でつなぎ

合わせたもの。「飛ぶ」「落ちる」といったメタファー

を通じて「落ちながら、それでも生きる」 ことのでき

る人間の奇妙さを空間に出現させた。  
写真 2-3-9 人見紗操《鳥男の墜落》2018 年 一部展示風景 
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●山本アンディ彩果 

［黄金町 AIR プログラム参加アーティスト］ 

 

《記憶の在処》は、立体・映像作品を組み合わせて建

物全体を「記憶の収蔵庫」として構築したインスタレ

ーション作品。「記憶」が不確かでありながらもこの地

上で紡がれ、保存されてきた「物語」であること、そ

して温度や湿度といった環境から容易に影響を受ける

「モノ」であることを気づかせる。 
 

写真 2-3-10 山本アンディ彩果《記憶の在処》2018 年 
一部展示風景 

 
 
 

 

●スピーク・クリプティック  

(ファリズワン・ファジャリ、シンガポール)［公募］ 

 

黄金町バザール 2018 のために制作した作品群は一貫

して（一時的な）「移動」をテーマにしている。彼が取

り扱う「移動」は、移動することによって生じる自身

の認識の深化を伴うものである。例えば、壁画《From 

Our Hands To Our Many Mouths》は、水運の要とし

て機能していた川の歴史を参照し、都市開発と文化、

そして消費することと密接につながっている現代のア

イデンティティの様相を浮かび上がらせた。   

 
写真 2-3-11 スピーク・クリプティック 

《From Our Hands To Our Many Mouths》2018 年 
 
 
 
 
 
 
 
 

●蔡坤霖(ツァイ・クェンリン)＋山田哲平＋林子皓(リ

ン・ズハオ)（台湾、日本）［公募］ 

 

《鐘の刻》は、ハイドロフォンという水中音を捉える

機材を用いて採取した普段聴くことのできない大岡川

の水中音を巧みに使った作品である。 2015 年の黄金町

バザールの企画で「バスタブ」として設計された大平

荘の構造を活かし、黄金町エリアが元々鐘型状の海で

あったことを参照した木版とパイプの構造が水に満た

された空間内に顕在化させる。視覚、聴覚、触覚を通

して自分たちが現在立っている土地の複層性を浮かび

上がらせた。 

 
写真 2-3-12 蔡坤霖(ツァイ・クェンリン)＋山田哲平＋林子皓(リ
ン・ズハオ)《鐘の刻》2018 年 一部展示風景 
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●インスタント・コーヒー（カナダ）［公募］ 

 

高架下スタジオ Site-A ギャラリーを中心に、大岡川上

空、東福寺といった誰もが入れる半公共的空間を展示

会場とした。Site-A ギャラリーの《Pink Noise Pop Up》

は、彼らが自分たちで作った衣服や見つけたものを加

工したオブジェの販売やイベントを通じて交易・交流

が発生する場を生み出した。  
写真 2-3-13 インスタント・コーヒー 

《Pink Noise Pop Up》2018 年 一部展示風景 
 
 
 
 

●エスクリ（ジェット・イラガン、フィリピン）［公募］ 

 

黄金町エリアで採取した音を用いて 8 つの楽曲を制

作。インスタレーション《ワンダースタジオ》では、

カセットテープに録音されたそれぞれの曲を鑑賞者が

自ら手に取り、聴くことができる。会場 1 階では各地

に展開したスタジオの様子と 9 月後半に行われたパフ

ォーマンス「オーディオ・ツアー」の様子を収めた 2

つの映像が流れ、彼が滞在していた 2 階には、大岡川

を見ながら全 8 曲を聴くことのできる場所を用意し

た。 

 
写真 2-3-14 エスクリ（ジェット・イラガン） 
《ワンダースタジオ》2018 年 一部展示風景 

 
 
 
 
 
 
 

●イ・スンハ（韓国）［推薦：Space Ppong（韓国・光

州）］ 

 

墨と水の組み合わせからうまれる不思議な形を、写真

と映像によって空間に表出させたインスタレーション

作品を制作。墨と水を用いた「The Untitled Space」シ

リーズは、2017 年の北京でのレジデンスの際に初めて

制作された。北京では中国の墨が用いられたが、今回

は日本の墨を用いている。映像作品に用いられている

音楽は、同じく黄金町バザール 2018 参加アーティスト

であるエスクリが制作した。  

 
写真 2-3-15 イ・スンハ《The Untitled Space Vol.2》 

2018 年 一部展示風景 
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２．黄金町バザール 2018 

 
●フイ・ティエン・ムイェン（ベトナム）［推薦：Zero 

Station（ベトナム）］ 

 

忘れ物や落し物といった「行き場をなくしたもの」が

語る断片的な物語を独自の解釈で紡ぎ出し、ものたち

が語り出す空間を構成。束の間の出会いや用途をなく

したものたちが語る物語の親密さと寂しさを同時に、

そして断片的に一つの空間に散りばめる。  
写真 2-3-16 フイ・ティエン・ムイェン 
《Would you take care of my plastic trees》2018 年 
 
 
 

●キム・ミファ（韓国）［トヨタ財団 2016 年度国際助

成プログラム］ 

 

地域の子どもたちを対象に、全 6 回のワークショップ

を実施し、各回の成果物を最終的にひとつのパブリッ

クアート「横浜の海」として構成し、黄金町バザール

2018 の期間中に展示した（プログラム詳細は、「3-2．

トヨタ財団 2016 年度国際助成プログラム」を参照）。 

 
写真 2-3-17 キム・ミファ「横浜の海」プロジェクト 

 2018 年 ワークショップ成果展示風景 
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B. プ  のアート  

黄金町アーティスト・イン・レジデンスプログラムに参加しているアーティストと、黄金町エリアメネジメ

ントセンターの継続的な取り組みを、グループ展、横浜に わい との連携、国際交流事 の展開、ワークシ

ョップ、made in Koganecho といった 5 つのプロジェクトで紹介し、2 度 の黄金町バザール参加となった

(ツ イ・クェンリン)が 8 年間のまちの変化を り るプロジェクトを行った。 

 

a) ループ pass by: のと の  

黄金町にスタジオを える 7 組のアーティストによるグループ展。 

会 場 黄金スタジオ、 館  

参加アーティスト 子、土 大 、平山 、 子、安田 、 田 う、 本 （計 7組） 

写真 2-3-18 子 展示  写真 2-3-19 土 大  部展示  

 
写真 2-3-20 平山  展示  

 
写真 2-3-21 子 展示  

 
写真 2-3-22 安田  展示  

 
写真 2-3-23 土 大  部展示  
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写真 2-3-24 本  展示  

 

 

 

b) のアートと 芸   

工、金工、 芸、フ ッション、イラストなどさまざまな で活躍する黄金町のアーティストを紹介す

るグループ展を横浜に わい 2 ロビーにて開催。 

会 場 横浜にぎわい （横浜市中区野 町 3-110-1） 

共 主 催 横浜にぎわい  

参加アーティスト さかもと り、さんにん工 （ 川 子、 田 ）、竹本真 、 ち木工、山本 美子、

、（計 6組） 

写真 2-3-25 全体展示  写真 2-3-26 川 子（さんにん工 ）展示  

 
写真 2-3-27 田 （さんにん工 ） 展示  

 

写真 2-3-28 さかもと り 展示  
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写真 2-3-29 竹本真  展示  

 

写真 2-3-30 ち木工 展示  

 

写真 2-3-31 山本 美子 展示  
 

写真 2-3-32  展示  

 

 

c) ール レ ション ウン   

台北のアーティスト・ラン・スペースである 利 （Frees Art Space）との国際交流事 の一環で行った台

北での展示「黄金 町 nwoT noitcelfeR dloG」を「 ールドリフレクションタウン」展として した。 

会 場 山本アパート 

参加アーティスト 小 、葉 、人 、土 大 、ユ・ソンジュン、 （計 6組） 

 

 
写真 2-3-33 小  展示  

 
写真 2-3-34 葉  展示  
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２．黄金町バザール 2018 

 
写真 2-3-35 人見紗操《I DON’T LIKE YOU》 

2018 年 展示風景 

 
写真 2-3-36 土居大記《Salt》2018 年 一部展示風景                                                           

 
写真 2-3-37 ユ・ソンジュン《The Late Reply》2018 年 

 
写真 2-3-38 楊珪宋 展示風景 

 

 

 

d) made in Koganecho 

黄金町のアーティストの成果物を黄金町産というブランドとして発信し、販売へとつなげていくプロジェク

ト。 

会 場｜日ノ出スタジオ III 棟 

 
写真 2-3-39 made in Koganecho ギャラリーの様子  
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e) 金子未弥「都市をスケールから解放するワークショップ」 

子どもの創造力を発揮する機会創出の取組みとして、「自分自身にとって重要な場所（の名前）」から「将来

行きたい場所（の名前）」までを、その方向を示す矢印とともに子どもたちに描いてもらうワークショップを行

い、まちの中で展示した。都市のスケールを地理的制約から解放する矢印を、複数回のワークショップによっ

て増殖していく試み。 

 
写真 2-3-40 大岡川での作品展示風景 

 
写真 2-3-41 ⾼架下スタジオ Site-B 作品展示風景 

 

 

f) 蔡坤霖(ツァイ・クェンリン)「フライング・バック・ウィンドウ・ギャラリー」 

蔡坤霖(ツァイ・クェンリン)が、黄金町バザール 2010 に参加当時撮影していたまちの写真と、8 年後の 2018

年現在、同じ場所を改めて撮影したものウィンドウ・ギャラリーに並べて展示した。8 年間のまちの変化を振

り返るプロジェクト。 

 

 
写真 2-3-42 ウィンドウ・ギャラリー展示風景 

 
写真 2-3-43 Café Geek 店頭での展示風景 
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C. イベント

a) メインプログラム参加アーティストによるイベント

安部泰輔、葉栗翠＋イクタケマコトによるワークショップ参加型インスタレーション、インスタント・コー

ヒーによる音楽ライブ企画、エスクリ（ジェット・イラガン）によるオーディオ・ツアー、スピーク・クリプ

ティックとエスクリによる公開協働制作、メランカオリによる占いなど、会期中に展覧会が動的なものとなる

ような多彩なイベントを開催した。

b) 子どもワークショップ

メインプログラム参加アーティストのキム・ミファの「横浜の海を考える」ワークショップ、蔡坤霖(ツァイ・

クェンリン)＋山田哲平＋林子皓(リン・ズハオ)によるおとまつりワークショップ、特別プログラムの金子未弥

による「都市をスケールから解放するワークショップ」、ハロウィン特別企画コガネバケパレードといった子ど

もを対象としたワークショップを複数開催した。

c) アーティスト・トーク

《PIN-UP Gallery Pop Up Store》参加アーティスト 3 名と PIN-UP Gallery オーナーの許田盛哉、そしてフ

リーランスキュレーターの宮原一郎の 5 名によるトーク「PIN-UP Gallery Pop Up Store クロストーク：黄金

町で「Pop Up Store」をひらくということ」、また、沖縄の写真家石川竜一を迎えての「PIN-UP × 石川竜一 ト

ーク：いままでとこれからについて」、山野真悟と蔡坤霖による「Flying Back: Koganecho 2018〜10」といった

トークを 3 回開催した。

d) キュレーターによるガイドツアー

キュレーターによるガイドツアーを実施。

日 時｜毎週土曜日 15：00〜 計 6 回 

参加者数｜計 80 人 

e) フライング！制作現場ツアー

アーティストの制作現場を展覧会オープンに先駆けて紹介するツアーを実施。

日 時｜2018 年 9 月 1 日（土）13：00〜15：00 

集合場所｜かいだん広場 

参加者数｜9 人 

f) のきさきアートフェア

地域住民、アーティスト、来街者が交流するアートマーケットの開催。地域商店の食事やアーティストグッ

ズの販売を行った。 

日 時｜2018 年 10 月 7 日（日）11：00〜15：00 

会 場｜日ノ出スタジオ、かいだん広場、⾼架下スタジオ Site-D 集会場 

来 場 者｜1762 人 

51



２．黄金町バザール 2018 

g) アーティスト蚤の市 in 黄金町バザール

黄金町を拠点に活動しているアーティスト、黄金町バザールの参加アーティストたちが、黄金町バザール

2018 最終日に「蚤の市」を開催。作品になるかもしれなかった素材や、作品のアイデアのリサーチ過程で得た

もの、旅先やフィールドワークで発見したものなど、アーティストたちの思いがこもった個性あふれる品々を

販売した。 

日 時｜2018 年 10 月 28 日（日）11：00〜15：00 

場 所｜日ノ出スタジオ周辺 

来場者数｜311 人 

h) 横浜にぎわい座連携企画「3 ガガヘッズのガガッと黄金町」

横浜にぎわい座の爆笑演芸会や野毛大道芸でおなじみのコメディーカンパニー「3 ガガヘッズ」によるパフ

ォーマンスを開催。  

日 時｜2018 年 10 月 27 日（土）16：00〜16：30 

会 場｜⾼架下スタジオ Site-D 集会場 

来場者数｜94 人 

i) シネマジャック＆ベティ連携企画「かいだん広場上映会」

末吉町の映画館ジャック＆ベティが黄金町に出張し、「かいだん（階段）」と「怪談」をかけて、子どもでも

楽しめるコミカルなホラー映画の野外上映会を開催した。 

日 時｜2018 年 10 月 7 日（日）、27 日（日）各日 17：00〜 

会 場｜かいだん広場 

来場者数｜計 113 人 

j) 大岡川ひかりの川辺連携イベント

横浜市主催の大岡川ひかりの川辺事業と連携し、イルミネーションとともに夜間に楽しめる映像作品、志村

信裕の《赤い靴》(2009 年)を再展示し、吉本直紀による映像インスタレーション《D.N.D. dimension of 

neutralized art》を発表、展示した。 

日 時｜2018 年 10 月 27 日（土）〜11 月 4 日（日） 

会 場｜ステップ・スリー裏、ハツネウィング 

来場者数｜計 200 人（10 月 27 日・28 日のみ） 
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表 2-3-44 イベント参加者数一覧 

日付 イベント名 人数 備考 

9/1（土） "フライング"制作現場ツアー 9 

9/14（金） 金子未弥｜都市をスケールから解放するワークショップ 5 

9/15（土） キム・ミファ｜子どもワークショップ 3 

9/18（⽕） 金子未弥｜都市をスケールから解放するワークショップ 3 

9/21（金） 占い師メランカオリ〜夜の街で無闇に光る預言の保護者〜 4 

9/22（土） 栗翠＋イクタケマコト｜ワークショップ「ちょいす×3 ぷりんと」 2 

9/22（土） キュレーターによるガイドツアー 8 

9/22（土） キム・ミファ｜子どもワークショップ 5 

9/23（日） 占い師メランカオリ〜夜の街で無闇に光る預言の保護者〜 7 

9/23（日） 栗翠＋イクタケマコト｜ワークショップ「ちょいす×3 ぷりんと」 12 

9/23（日） エスクリ（ジェット・イラガン）｜オーディア・ツアー 12 16:00~5 人 / 18:00~ 7 人 

9/24（月・祝） 栗翠＋イクタケマコト｜ワークショップ「ちょいす×3 ぷりんと」 11 

9/24（月・祝） エスクリ（ジェット・イラガン）｜オーディア・ツアー 11 16:00~4 人 / 18:00~ 7 人 

9/28（金） 占い師メランカオリ〜夜の街で無闇に光る預言の保護者〜 3 

9/28（金） ピンク・ノイズ・ポップ！｜KYLY（カイリー）によるソロライブ 25 

9/29（土） 占い師メランカオリ〜夜の街で無闇に光る預言の保護者〜 4 

9/29（土） 栗翠＋イクタケマコト｜ワークショップ「ちょいす×3 ぷりんと」 6 

9/29（土） ディレクター＆キュレーターによるガイドツアー 1 

9/29（土） キム・ミファ｜子どもワークショップ 12 子供 9 人+大人 3 人 

9/29（土） ピンク・ノイズ・ポップ！｜KYLY（カイリー）と Escuri（エスク

リ）のライブ

12 

9/30（日） 栗翠＋イクタケマコト｜ワークショップ「ちょいす×3 ぷりんと」 中止 

9/30（日） スピーク・クリプティック x エスクリ｜FILL-INS コラボレーショ

ン・ワークショップ!!!

28 

10/2（⽕） 栗翠＋イクタケマコト｜ワークショップ「ちょいす×3 ぷりんと」 2 

10/4（木） 金子未弥｜都市をスケールから解放するワークショップ 8 

10/5（金） 占い師メランカオリ〜夜の街で無闇に光る預言の保護者〜 3 

10/5（金） 栗翠＋イクタケマコト｜ワークショップ「ちょいす×3 ぷりんと」 2 

10/6（土） 栗翠＋イクタケマコト｜ワークショップ「ちょいす×3 ぷりんと」 8 

10/6（土） キュレーターによるガイドツアー 8 

10/6（土） キム・ミファ｜子どもワークショップ 2 

10/7（日） 栗翠＋イクタケマコト｜ワークショップ「ちょいす×3 ぷりんと」 14 

10/7（日） かいだん広場上映会 44 

10/7（日） 金子未弥｜都市をスケールから解放するワークショップ 16 
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２．黄金町バザール 2018 

10/7（日） PIN-UP Gallery Pop Up Store クロストーク｜黄金町で「Pop Up 

Store」をひらくということ 

25 

10/7（日） 秋の黄金町・のきさきアートフェア 1762 

10/8（月・祝） 栗翠＋イクタケマコト｜ワークショップ「ちょいす×3 ぷりんと」 14 

10/8（月・祝） PIN-UP × 石川竜一トーク｜いままでとこれからについて 12 

10/10（水） お面やマントを作ってコガネバケに変身！ 3 

10/10（水） 栗翠＋イクタケマコト｜ワークショップ「ちょいす×3 ぷりんと」 1 

10/12（金） 占い師メランカオリ〜夜の街で無闇に光る預言の保護者〜 4 

10/13（土） 栗翠＋イクタケマコト｜ワークショップ「ちょいす×3 ぷりんと」 7 

10/13（土） キュレーターによるガイドツアー 12 

10/13（土） キム・ミファ｜子どもワークショップ 1 

10/14（日） お面やマントを作ってコガネバケに変身！ 5 

10/14（日） 栗翠＋イクタケマコト｜ワークショップ「ちょいす×3 ぷりんと」 8 

10/16（⽕） キム・ミファ｜子どもワークショップ 13 子供 5 人+大人 8 人 

10/17（水） お面やマントを作ってコガネバケに変身！ 7 

10/18（木） Instant Coffee Slideshow 5 

10/20（土） 栗翠＋イクタケマコト｜ワークショップ「ちょいす×3 ぷりんと」 9 

10/20（土） キュレーターによるガイドツアー 20 

10/20（土） おとつりワークショップ 11 

10/20（土） キム・ミファ｜子どもワークショップ「横浜の海」おひろめパーテ

ィー！
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10/21（日） お面やマントを作ってコガネバケに変身！ 12 

10/21（日） 栗翠＋イクタケマコト｜ワークショップ「ちょいす×3 ぷりんと」 17 

10/21（日） 蔡坤霖（ツァイ・クェンリン）×山野真悟トークイベント「Looking 

Back: Koganecho 2018~10」 

13 

10/23（⽕） インスタント・コーヒー「Pink Noise Jazz Night」 17 

10/24（水） お面やマントを作ってコガネバケに変身！ 6 

10/24（水） 金子未弥｜都市をスケールから解放するワークショップ 4 

10/27（土） 栗翠＋イクタケマコト｜ワークショップ「ちょいす×3 ぷりんと」 25 

10/27（土） かいだん広場上映会 69 

10/27（土） コメディ・パフォーマンス「3 ガガヘッズのガガッと黄金町」 94 

10/27（土） ディレクター＆キュレーターによるガイドツアー 31 

10/27（土） 大岡川ひかりの川辺連動イベント（赤い靴・D.N.A） 100 光る風船配布数 

10/28（日） アーティスト蚤の市 311 

10/28（日） 占い師メランカオリ〜夜の街で無闇に光る預言の保護者〜 13 

10/28（日） コガネバケパレード 60 
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２．黄金町バザール 2018 

10/28（日） 栗翠＋イクタケマコト｜ワークショップ「ちょいす×3 ぷりんと」 46 

10/28（日） 大岡川ひかりの川辺連動イベント（赤い靴・D.N.A） 100 光る風船配布数 

会期中毎日 安部泰輔ワークショップ 120 

合計 3302 

55



２．黄金町バザール 2018 

D. 人材育成プログラム AIR マネージャー・インターンシップ

アーティスト・イン・レジデンスを担うマネージャーの人材育成を目指すインターンシッププログラム。公

募により海外（ベトナム、フィリピン）から 2 名を受け入れた。選ばれたインターンは黄金町エリアに滞在し、

実践と講座を通してアーティスト・イン・レジデンスを体感した。 

ディン・タオ・リン（ベトナム、ハノイ） 

Foreign Trade University of Vietnam にて経済学・経営学を学び、現代アートに関してはあまり経験と知識は

持っていなかったが、今回のインターンシップを経て、帰国後、ハノイにてアーティスト・イン・レジデンス

Ba-Bau AIR を始める。黄金町バザール 2018 参加アーティストのエスクリ（ジェット・イラガン）を招聘し、

サウンド・アーティストを中心としたイベントを開催。今回のインターンの成果を 2019 年 1 月 10 日（木）に

98B Collaboratory（フィリピン、マニラ）にて発表。

写真 2-3-45 フィリピンからのゲストを案内中 写真 2-3-46 98B でのプレゼンテーションの様子 

ガブリエル・ガチャリアン（フィリピン、マニラ） 

University of the Philippines Diliman 在籍。黄金町エリアマネジメントセンターと交流のある 98B 

Collaboratory にてインターンを経験。今回のインターンシップを経て、98B Collaboratory の中心メンバーとし

て活動を始める。今回のインターンの成果を 2019 年 1 月 26 日（土）に 98B Collaboratory にて発表。 

写真 2-3-47 インスタント・コーヒーとの打合せの様子 写真 2-3-48 98B でのプレゼンテーションの様子 
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２．黄金町バザール 2018 

［インターンシップ・スケジュール］ 

・選考過程

2018 年 6 月 1 日（金）から公募開始（21 日締切） 

2018 年 6 月 22 日（金）審査 

2018 年 6 月 27 日（水）面接 

2018 年 6 月 28 日（木）決定・発表 

・レジデンス期間

2018 年 8 月 1 日（水）〜10 月 31 日（水） 

・研修成果プレゼンテーション

2018 年 10 月 25 日（土）15：00〜17：00  

［外部講師によるレクチャー］ 

日本のみならず世界中の AIR プロジェクトに詳しい小田井真美氏を迎え、現代の AIR の状況についての概観

とさっぽろ天神山アートスタジオの具体例を交え、AIR プログラム運営上で関わることになるファクターのレ

クチャーを実施した。さらに、リサーチベースのアーティストを招聘することで知られる ARCUS スタジオの

これまでの活動と現在行っている資料整理を石井瑞穂氏より教わる。二つのレクチャーを通じて、黄金町、さ

っぽろ天神山、ARCUS といった異なる AIR 事業を比較考察した。

講師｜小田井真美（さっぽろ天神山アートスタジオ、AIR ディレクター） 

日時｜2018 年 10 月 4 日（木）15：00〜17：00 

会場｜⾼架下スタジオ Site-D 集会場 

講師｜石井瑞穂（ARCUS プロジェクト、コーディネーター） 

日時｜2018 年 10 月 28 日（日）15：00〜17：00 

会場｜⾼架下スタジオ Site-D 集会場 

写真 2-3-49 石井瑞穂氏によるレクチャーの様子 
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3-1．  

3-1-1．   Bamboo Curtain Studio  

 工作 とは、2015年度より 年でアーティストの と 入を行っている。2017年度は、台湾からCandy 

Bird を け入れ、 3 月の 在制作を て黄金町バザール 2017 で新作を発表した。2018 年度は、黄金町か

らアーティストを し、 3 月の 在制作を行った。 

 

アーティスト 西田  

期間 2018年 5 1 日（金）～7 31日（ ）（92日間） 

場所 竹 工作室（新北市 水 中 東 88 39 ） 

オープンスタジオ 2018 年 6 23日 (土) 13：00～19：00 

 

 田は 在期間中、 なる場 や 式でテーブルイベント「Dozen Tables Project （12 つのテーブル）」を

開催した。コ ュニ ーションの発 場になる最 としての「テーブル」を様 な場 ・ に出 さ

せることで、その場に集まった人 によるコ ュニ ーションから、共同 会について めて考 することを

みた。 

 

 

写真 3-1-1 竹 工作室で開催されたイベントの様子 

 

写真 3-1-2 台北駅の ワイエで行ったイベントの様子 

 

3-1-2．Space Ppong  

 韓国 広 市に拠点を えるアートスペース Space Ppong と の都市にアーティストを する交 レ

ジデンスプログラムを実施した。2018 年度は、イ・スンハを け入れ、2 月程の 在制作を行い、黄金町バ

ザール 2018 の開催期間中に、新作を発表展示した。 

 アーティストについては、「3-4. 東アジア文化都市交流プログラム」を参照。 

 

受入アーティスト イ・スンハ Lee Seungha 

期間 2018年 7 22 日（日）～9 23日（日）（64日間） 

場所 CHAP（横浜市中区長者町 9-159） 

成果発表 2018年 9 21 日（金）～10 28日（日） 黄金町バザール 2018開催期間 
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  写真 3-1-3 イ・スンハ 展示  

 

3-1-3.   Taipei Artist Village  

 横浜市は創造都市施 の一環として、平 17 年度より ートナー都市である台北市と、アーティストを

に する「芸術 交流事 」を実施している。平 30 年度は事 の実施団体として、黄金町エリアマネジメ

ントセンター（横浜市）が台北 際 術 （台北市）と連携し、 いに推 されたアーティストの け入れと、

在制作のための環境 および 、市民に広く公開するイベント（展覧会、オープンスタジオまたはアー

ティストトーク）を実施した。 

 また、2019 年 3 月 4 日（月）〜7 日（ ）、 事 とスタッフ立 による台北の 地視 を行った。

レジデンス 果発表 のほか、台北 際 術 ディレクターの ャサリン・リーと 見交 を行った。また、

同じ管理団体が運営している別施設のトレジャー ル ・アーティストビレッジも見学した。 

 

・ 術  Taipei Artist Village（ 7 ）  

 2001 年台北市文化 は元 工程 公 の 間を 利用し、台北国際芸術 を設立した。アーティス

トの 在制作の場 として、国内外の文化交流や、地 コ ュニティとのつながりの を 的とする。台北

国際芸術 は台北市中心にある 4 の で、アーティストスタジオのほかに、展示会場、 ンススタジオ、

ピアノルーム、 、オフィスなどがある。 

 

 
写真 3-1-4 台北 際藝術村外観 
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・アーティストの  

A. 受入アーティスト（台北市 横浜市） 

   アーティスト  
チェン・ソンチ

 CHEN Sung-Chih 
   期間 2019年 1 7日（ ）～3 25日（ ）（78 日間） 

   場所 ハツネウィング A（横浜市中区 町 1-21-7） 

   オープンスタジオ 2019年 3 8日（金）～10日（日）、15日（金）～17日（日） 

場者数 333人                黄金町 AIR2018成果発表展と 時開催 

   関連イベント オープンスタジオ期間中、 場者 けにアーティストトークを開催。 

     日時：2019年 3 10日 (日) 14：00～14：45 参加者数：8名 

 

 

写真 3-1-5 アーティストと展示  

 

写真 3-1-6 アーティストトークの様子 

 

B． アーティスト（横浜市 台北市） 

   アーティスト 田  

   期間 2019年 1 7日（ ）～3 29日（金）（82 日間） 

   場所 台北 際藝術村（台北市中 北平東 7 ） 

   レジデンス成果展 2019 年 2 26 日（ ）～3 17日（日） 

   関連イベント 台北 際藝術村でのレジデンス成果展の かに、アーティストトークを開催。 

          日時：2019年 1 18日 (金) 18：30～21：00  

 

 
写真 3-1-7 制作  

 
写真 3-1-8 展示  
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3-2．トヨタ財団 2016 年度国際助成プログラム「アートの創造性通じた子どもを育む環境づくりの考察」 

韓国・清州にて活動する非営利団体芸術商会と日本・横浜で活動する NPO 法人黄金町エリアマネジメント

センターが「子どもの教育格差」という課題解決に向けて協働し、「アート」を共通言語に、具体的なアクショ

ンを通した学び合いを行う 2 年間のプロジェクト。日韓のアーティストを互いの国に派遣をして、地域住民が

協働し、子どもの創造的活動を促す居場所としての「BASE」を作り、この「BASE」を拠点に、子どもたちと

アーティストの協働でパブリックアートを制作する。本年度は、韓国・清州からアーティストを受入れ、ワー

クショップの実施、パブリックアートの制作・設置を行った。また、2 年間のプロジェクトをまとめる記録映

像と簡易報告書を制作した。 

 

3-2-1．プログラム全体概要 

A．実施概要 

期 間｜2016 年 11 月〜2018 年 10 月（2 年間） 

場 所｜黄金町エリアマネジメントセンター管理施設、韓国・清州 Public AIR 

主 催｜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 

共 催｜非営利団体芸術商会、Public AIR 

助 成｜トヨタ財団 2016 年度国際助成プログラム 

 

B．参加作家 

それぞれの団体よりアーティストを 3 組程度推薦し、受け入れ側の団体が 1 組の選定を行った。 

黄金町→清州｜野田智之（アーティスト） 

清州→黄金町｜キム・ミファ（アーティスト） 

 

C．スケジュール 

1 年目は清州で BASE およびパブリックアートの制作を行い、2 年目に黄金町エリアで同様のことを行う。 

 

3-2-2．平成 30 年度実施内容 

◇ 作品設置場所おおび作品プランの検討（2018 年 5 月〜8 月） 

 前年度に実施した視察を元に、作品プランを検討。利用する素材、展示方法に合わせて、道に面し大きなガ

ラス扉を持つ室内空間で作品を設置することに決定した。 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3-2-1 作品イメージ  
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 レ デンス（2018 8 10 ） 

 全 6 回のワークショップを実施し、 回の 果 を最 的に とつの ブリックアート「横浜の海」として

し、黄金町バザール 2018 の期間中に展示した。 

 

期間 2018年 8 26 日（日）～10 29日（ ） 

ワークショップ実 回数 全 6回 

キラキラ光るクリスタルで 物を作りま ！：9 15日（土）高架下スタジオSite-D 参加者3人 

しい とともに びま ！ スト講 ：ジェット・イラガン（フィリピン、アーティスト）： 

9 22日（土）高架下スタジオSite-D  参加者5人 

想像 の の を きま ！：9 29日（土）高架下スタジオSite-D  参加者9人+大人2人 

に街を いておもし いものを しま ！：10 6日（土）高架下スタジオSite-D  参加者2人 

葉 外の 法で会 を しみま ！：10 13日（土）かいだん広場 参加者1人 

さん づくり vol.2：10 16日（ ）かいだん広場 参加者5人＋大人6人 

パブリックアートお 会：10 20日（土）14:00～ ハツネウィングA  参加者 60人 

 

  

写真 3-2-2 ワークショップの様子 写真 3-2-3 ワークショップの様子 

  

写真 3-2-4 子 もたちが作った作品 写真 3-2-5 成した作品 
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◇ プロジェクトの紹介展示（2018 年 9 月〜10 月） 

 黄金町バザール 2018 の会期中、韓国・清州の BASE プロジェクトの紹介と、日本・黄金町でのプロジェク

トを紹介する展示を行った。（2018 年 9 月 21 日（金）〜10 月 19 日（金）） 

 

写真 3-2-6 紹介展示の様子 

◇振り返りトークの実施（2018 年 10 月） 

本プロジェクトの参加した2名のアーティスト、および各国のプロジェクト実施団体が顔を合わせた振り返り

トークを実施。それぞれのアーティストからの報告の後に、2年間のプロジェクトを振り返るとともに、今後の

展開について話し合った。 

 

日 時｜2018年10月20日（土）15：00〜17：00  高架下スタジオsite-D 

進 行｜水谷朋代（黄金町エリアマネジメントセンター） 

報 告 者｜野田智之（アーティスト）、キム・ミファ（アーティスト） 

パネラー｜山野真悟（黄金町エリアマネジメントセンター）、イ・ジョンヒョン（653 芸術商会）、 

ハン・テーホー（Public AIR）、楠田健太（トヨタ財団） 

 

◇日ノ出町「CAFÉ GEEK」へのパブリックアート設置（2018 年 1 月） 

 日ノ出町のカフェ「CAFÉ GEEK」の協力のもと、完成したパブリックアートの一部をカフェ店内に設置し

た。本事業終了後にも展示を続けることで、より多くの地域住民が作品に触れ、地域にいる子どもたち、子ど

もたちの未来、コミュニティの未来を考えるきっかけとなることを目指した。 

設 置 日｜2019年1月28日(月) ※翌29日(火)より公開 

設置場所｜café Geek（横浜市中区日ノ出町 1 丁目） 
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写真 3-2-7 日 町「CAFÉ GEEK」外観 

 
写真 3-2-8 内に した作品の様子 

 

の （2018 12 1 ） 

 2 年間のプロジェクトをまとめた記録 と、簡易報 を制作した。 
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3-3．黄金町エリアマネジメントセンター×福利社 交換プログラム「社交町⇄町交社」 

台北を拠点として活動するアーティスト、陳擎耀（チェン・チンヤオ）の提案により、黄金町エリアマネジ

メントセンターと台北のアーティスト・ラン・スペース福利社の交流事業「社交町⇄町交社」として展覧会を

開催した。両団体は、アートを介してまちと関わることを目指しているが、それぞれにアプローチが異なる。

福利社は、若手アーティストに発表の機会を与えることで新たな交流のプラットフォームを生み出そうとし、

アートスペースを中心とした関わり方をしているが、黄金町エリアマネジメントセンターは、展示空間のみな

らずレジデンス施設も含めた様々な場所に展開していくことで地域に根ざしてきた。「社交町⇄町交社」では、

互いのスペースで展覧会を開催することで、「社」と「町」という規模の異なる互いの手法と活動の差異を確認

し、それぞれの行く末について考察することを目的とした。 

 

A．「島上的群島」展  Archipelago on an Island（黄金町での展示） 

会 場｜高架下スタジオ Site-A ギャラリー 

会 期｜2018 年 6 月 2 日（土）〜24 日（日） 11：00〜19：00  

月曜休場 （計 20 日間） 

主 催｜NPO 法人黄金町エリアマネジメントセンター、福利社 

来場者数｜366 人 

オープニングレセプション｜2018 年 6 月 2 日（土） 18：00〜20：00 

来場者数｜71 人 

キュレーター｜賴佩君（ライ・ペイチュン） 

翻訳・通訳｜植田かほる（黄金町エリアマネジメントセンター）      

写真 3-3-1 展覧会ポスター 

 

参加アーティスト｜楊茂林（ヤン・マオリン）、陳擎耀（チェン・チンヤオ）、楊仁明（ヤン・レンミン）、 

常陵（チャン・リン）、曾雍甯（ツェン・ヨンニン）、謝牧岐（シェ・ムチ）、 

廖震平（リョウ・シン ヘイ※黄金町レジデンスアーティスト(2017 年度〜)）、 

黃琬玲（ホァン・ワンリン）、王鼎曄（ワン・ディンイェ） （計 9 組） 

展示作品点数｜20 点 

 

キュレーターズ・ステートメント 

台湾から来たアーティストたちは、小さな島に住居を構え、各自の出発点から世界を観察する。台湾に対し

ては、皆それぞれの関心があり、ある人は亜熱帯の風景に、ある人は都市のコンクリートジャングルに、ある

人は歴史と文化に、ある人は顧みて自らの心に注目する。各々のアーティストが各々の島であり、台湾という

島で生活する。その島の上に、群島のような風景を形成する。     
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写真 3-3-2 常陵（チャン・リン）展示の様子 写真 3-3-3 陳擎耀（チェン・チンヤオ） 
アーティストトークの様子 

  

写真 3-3-4 王鼎曄（ワン・ディンイェ） 
アーティストトークの様子 写真 3-3-5 オープニング・トークの様子 

 

写真 3-3-6 オープニングレセプション 
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B．「黄金反射町 nwoT noitcelfeR dloG」展 Gold Reflection Town 町射反金黄（台北での展示） 

会 場｜福利社（104 台北市中山區新生北路三段 82 號 B1） 

会 期｜2018 年 7 月 7 日(土)〜8 月 4 日(土)火-金 11：00〜19：00 土 13：30〜21：00 

日・月休場 （計 21 日間） 

主 催｜福利社、黄金町エリアマネジメントセンター 

来場者数｜247 人 

オープニングレセプション｜2018 年 7 月 7 日（土）18：00〜21：00 

オープニング関連イベント｜パフォーマンス by Haru X Hiroki Doi: 18：30〜19：30  

キュレーターによるガイドツアー 20：00〜21：00 

キュレトリアル・チーム｜内海潤也、水谷朋代（黄金町エリアマネジメントセンター） 

翻訳・通訳｜植田かほる（黄金町エリアマネジメントセンター） 

参加アーティスト｜小畑祐也、葉栗翠、人見紗操、土居大記、ユ・ソンジュン、楊珪宋 （計 6 組） 

展示作品点数｜17 点 

 

キュレーターズ・ステートメント 

本展は、黄金町にゆかりのある 6 組のアーティストによるグループ展です。左から読む「黄金反射町」と、

それを鏡で反射させたかのように右から読む「Gold Reflection Town」とが一対になったタイトルは、黄金町

で生まれた作品が、町の一部を鏡のように映し出していることを示唆すると同時に、日本統治時代に作られた

右から左に読む看板を参照しています。二つの異なる文化の交差から生まれたこの看板になぞらえ、本展は、

ある町の中で制作した作品を異なったコンテクストの中で見せることの意味を考察し、新たなコンタクト・ゾ

ーンとなることを目指します。 

 

 
写真 3-3-7 展覧会ポスター兼フライヤー 
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写真 3-3-8 小畑祐也作品展示風景 写真 3-3-9 土居大記《Salt》2018 年 インスタレーション風景 

  

写真 3-3-10 ユ・ソンジュン《The Obscure Object of Desire》 
2015 年 展示風景 

写真 3-3-11 楊珪宋作品展示風景 

 

  

写真 3-3-12 葉栗翠作品展示風景 写真 3-3-13 人見紗操《I DON’T LIKE YOU》2018 年 展示風景 
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写真 3-3-14 オープニングレセプションの様子 写真 3-3-15 謝牧岐（シェ・ムチ）スタジオ訪問 
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3-4.  

3-4-1.  

 中国 市とは、「東アジア文化都市 2014」の開催をきっかけに、 海外交通 を中心に、

市における文化芸術的な活動に関わる団体との交流を継続的に行っている。2018 年度は、 市主催の「東

アジア文化都市・中日韓 術作品展」に黄金町に かりのあるアーティストを推 し、 地での写 イベント

に参加した。また黄金町では、横浜市と 市の交流を り るとともに、 市の 的 景・文化的

と、その中で動き めた新しい の変化とそれに関わる いアーティストたちの活動について、 ネルと 、

および作品を通して紹介する「 市の文化的 と新芸術計画」展を開催した。 

 

a) ア ア文化 ・ 術  

 中国 市において、東アジア文化都市間の文化交流と協力関 のさらなる発展を 的に「東アジア

文化都市・中日韓 術作品展」が開催された。東アジア文化都市に 定された日本、中国と韓国の 都市から

アーティスト 34 の 画作品 100 点の展示に加え、参加アーティストたちによる の重要文化 や

をめ る写 活動の一 作品も展示された。横浜市からの アーティストとして、黄金町に かりのある

アーティスト、 と を推 した。 

会期 2018年 11 25日（日）～12 2 日（日） 

会場 州海外交通 博物館 イスラム文化展示館 4  

主催 中国文化旅 部国際交流協力局、 州市人民政 、中央美術学院 

実 州市文化広電新聞 版局 

協力 州画院、 州海外交通 博物館 

 

写真 3-4-1 展示 （葉 ） 

 

写真 3-4-2 展示 （小 ） 

 

写真 3-4-3 11 25日 (日) 開 式 州市 市長をは めと る行政関係者及び日中韓アーティスト 
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 また、2018 年 11 月 23 日（金）、24 日（ ）の 日間、日本、中国、韓国の参加アーティスト計 19 が

市の重要文化 や をめ り、写 活動を行った。 

 
写真 3-4-4 写生の様子（小 ） 

 
写真 3-4-5 写生の様子（葉 ） 

 

b) の文化 と 芸術   

 かつてマルコ・ポーロが「世界最大の 易 」と び、多様な と文化が共 し した国際都市の を

今に伝える 市の 的 と、 い文化的 景や景 を活用しながら、新しい文化の都市へと まれ変わ

うとする 在の 市の を紹介した。  

 また今回の展示に合わせて、 で活動する 手アーティスト「 力
ッ コ レ

芸術プロジェクト」のメンバーが来
日。 らのこれまでの活動を紹介するほか、 在中に行ったリサー の 果を展示とトークセッションなどを

通じて発表した。 

  

会期 2019年 1 19 日（土）～26日（土）（ 場者数：173人） 

会場 高架下スタジオ Site-A ギャラリー 

主催 横浜市、NPO 法人黄金町エリアマネジメントセンター 

共催 野 力
ヤ ッ コ レ

芸術プロジェクト 
後援 州海外交通 博物館 

協力 1915 芸術 間、 計画、 間、 本 、 公館、 、容 芸 旅館、 

   館 187、 工作室、 室、時 、 子 間、 新門文旅 

 
図 3-4-6 展 会ポスター 
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 展示は 4 部構成として、最初に東アジア文化都市として横浜市と泉州市が行ってきた交流の内容を紹介し、

次に泉州市に現存する文化的遺産を、泉州海外交通史博物館の資料をもとに展示。そして 2018 年 3 月に、泉

州の歴史的な建造物を活用した展示空間「1915 芸術空間」を訪問した際の記録。最後に 野骨力
ヤ ッ コ レ

芸術プロジェ
クトの協力で、泉州現在の都市空間とアーティストを紹介した。 

 

 

写真 3-4-7 展示風景（横浜市と泉州市の交流及びこれまで黄金町が泉州市と行った交流） 

 
写真 3-4-8 展示風景（泉州市の歴史的背景と文化遺産） 
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写真 3-4-9 展示風景（1915 芸術空間訪問） 

 

写真 3-4-10 展示風景（泉州現在の都市空間） 

 

写真 3-4-11 展示風景（泉州で活動するアーティストの紹介） 

 

 展示初日に行われたトークイベントでは、今回の展示開催に至るまで、横浜市と泉州市の交流や現地リサー

チを重ねて得られた内容について、黄金町エリアマネジメントセンター事務局長の山野が話し、陳徳銘
チェン・デミン

による

野骨力
ヤ ッ コ レ

芸術プロジェクトの活動紹介や、今回の参加アーティスト 呉桐
ウー・トン

と 陳湰新
チェン・ロンシン

がそれぞれの作品・プロジ
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ェクトについて紹介した。その後のオープニングレセプションでは、泉州アーティストと来場者の交流が行わ

れた。 

 

 アーティストトーク｜2019 年 1 月 19 日（土）16：00〜17：30 

 オープニングレセプション｜2019 年 1 月 19 日（土）18：30〜20：30 

 

 

写真 3-4-12 トークイベントの様子 

 

写真 3-4-13 オープニングレセプションの様子 

 

 

野骨力
ヤ ッ コ レ

芸術プロジェクト (Wild Effort Art Project) とは 

 2018 年 3 月中国福建省泉州市にて、アーティストやキュレーターのグループにより、「野骨力
ヤ ッ コ レ

芸術プロジェ
クト」が発起された。展覧会の開催やアーティストの滞在制作を通して、現代アートをより広い観客層と共有

し、アーティストと一緒に成長していくことを目的とする。 

 泉州市では近年、古城エリアの古い建物をリフォームし、ショップ、カフェやホステルを運営する若い人た

ちが多く見られる。「野骨力
ヤ ッ コ レ

芸術プロジェクト」はまちなかに散在するスペースを活用し、2018 年 4 月に実験
的にアーティスト・イン・レジデンス プロジェクトを実施した。古城エリアの約 15 ヶ所のスペースを、滞在

制作や展示に利用し、まちに散在する様々な施設を訪れることや場所ごとのつながりをつくることに効果があ

った。その後は泉州市とその周辺の都市へ範囲を広げてリサーチプロジェクトを進めている。 

 ※「野骨力
ヤ ッ コ レ

」は福建の方言・閩南語で「一生懸命がんばる」という意味。 

 

◆泉州アーティストの黄金町滞在 

 陳徳銘
チェン・デミン

氏の呼びかけで、ニューヨーク在住のメディアアーティスト 呉桐
ウー・トン

氏と、廈門と泉州を拠点に活動す

るアーティスト・陳湰新
チェン・ロンシン

氏が今回の短期滞在制作プロジェクトに参加し、フィールドリサーチのほか、地域
イベントへの参加や横浜の若手アーティストとの交流も行った。「泉州市の文化的遺産と新芸術計画」展に合わ

せて、滞在制作の成果として「天地無用 われもの注意」展を開催。 

 

滞在期間｜2019 年 1 月 9 日（水）〜23 日（水） 

滞在場所｜初音スタジオ 
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写真 3-4-14 黄金町アーティスト葉栗翠さんのスタジオ見学 写真 3-4-15 日ノ出町町内会のもちつき大会に参加 

◆関連企画「天地無用 われもの注意」展

10 日間程の滞在を経て、3 人がそれぞれ感じたことを作品に反映した。また今回の経験を共有し共同制作も

行った。 

会期｜2019 年 1 月 19 日（土）〜2 月 3 日（日） 

会場｜高架下スタジオ Site-A ギャラリー 

主催｜野骨力
ヤ ッ コ レ

芸術プロジェクト
共催｜后天計画

図 3-4-16 展示ポスター 写真 3-4-17 呉桐氏の作品 

写真 3-4-18 陳湰新氏の作品     写真 3-4-19 陳徳銘氏の作品     写真 3-4-20  3 人の共同制作 
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3-4-2．韓国光州広域市

黄金町エリアマネジメントセンターは、韓国・光州広域市と「東アジア文化都市2014横浜」の開催をきっかけ

に現地のアーティストコレクティブとの交流を開始し、2016年からは光州広域市に拠点を構えるアートスペース

Space Ppongをパートナーとして、双方にアーティストを派遣する交換レジデンスプログラムを開始した。 

 今年度も引き続き、Space Ppong と交換レジデンスプログラムを実施した。黄金町からアーティストの田中

真帆氏（以下、作家）を Space Ppong に派遣し、Space Ppong からアーティストのイ・スンハ氏を受け入れた。 

派遣アーティスト｜田中 真帆 

レジデンス期間｜2018 年 11 月 2 日（金）〜2019 年 1 月 30 日（水）

関連イベント｜レジデンス成果発表展「思流」2019 年 1 月 15 日（火）〜25 日（金）

オープニング・パーティー： 2019 年 1 月 16 日（水）18：00〜

写真 3-4-21 展示会場外観 写真 3-4-22 光州川で収集した石と粘土を組み合わせた作品 

写真 3-4-23 オープニング・パーティーの様子
光州で活動するデュオバンド Swallupy + Roden による演奏 

77



３．国際交流事業 

写真3-4-24 展覧会の様子 
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3-5．韓国慶南道立美術館

2018 年 12 月、韓国のオルタナティブ・スペース openspace bae（オープンスペース・ベイ）代表の Sang Ho Seo
ソ ・ サ ン ホ

氏から依頼があり、慶南道立美術館の企画展に参加し、黄金町エリアマネジメントセンターが日本の事例とし

て紹介された。 

アジアを国家単位でなく地域単位で構成する展覧会として、中国・台湾・日本・ベトナム・マレーシア・韓国

のアーティストの作品展示（１階〜2 階展示室）に加えて、中国・台湾・日本・タイ・韓国からオルタナティ

ブな活動を行う団体紹介（2 階展示室）が行われた。 

黄金町は、団体紹介のセクションで１ブース与えられ、歴史（経緯）・現在（取り組み）・これから（展望）の

パネル展示と歴代黄金町バザールポスターやプロモーションビデオの上映を行った。 

タイトル｜asia in Asia - close by far away drums

会  期｜2019 年 2 月 14 日（木）〜5 月 12 日（日）

会  場｜韓国慶南道立美術館 （1 階 2 階 展示室）

主  催｜韓国慶南道立美術館

キュレーター｜Jae Hwan Kim (Gyeongnam Art Museum Curator)

Sang Ho Seo (Director of Open Space Bae) 

コーディネーター｜Nayun Lee

参加アーティスト｜Cheng Guang (China), Du zi (China), Zhang wei (China), Yang Mao-lin (Taiwan),

Tang Tang-Fa (Taiwan), Chen Ching-yao (Taiwan), Area Park (Japan),  

Dinh Q.le (Vietnam), Wong hoy Cheong (Malaysia), Eunbi Kwon (Korea), 

Hyeong-Seob Cho (Korea) 

参 加 団 体｜Space Heem (Korea), HaantooS (Taiwan), Koganecho Area Management Center(Japan), 

 Pier2 (Taiwan), Tactacles Gallery (Thailand), Art together Limited (Hong Kong) 

写真 4-5-1 慶南道立美術館 写真 4-5-2 企画展エントランス 
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写真 4-5-3 参加団体紹介セクション（2 階展示室） 写真 4-5-4 黄金町エリアマネジメントセンターのブース 

写真 4-5-5 アーティストの作品展示（1 階展示室） 写真 4-5-6 展覧会初日のオープニングセレモニーの様子 
（山野事務局長による挨拶） 
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４．地域連携事業 

4-1．のきさきアートフェア

地域の賑わいづくりとレジデンスアーティストと地域、来街者の接点を作り出す事を目的としたイベント。

アーティスト、クリエイターの作品やグッズを販売する「アート市場」と地元商店会の初黄日商店会が主催す

る食のマルシェ「はつこひ市場」で構成される。

今年度は従来の毎月開催からシーズン開催に移行し、また会場規模も日ノ出スタジオエリアまで拡大する等、

開催規模の見直しを実験的に行った。

4-1-1．開催実績

a）第１回 のきさきアートフェア at桜まつり

日時｜2018年 4月 7日（土）、8日（日）、11：00〜15：00

会場／プログラム｜高架下スタジオ Site-D 集会場／黄金町パンとコーヒーマルシェ（初黄日商店会主催）

高架下スタジオ Site-D のきさき、かいだん広場前道路／アート市場 

出店者数（アート市場）｜20組（外部出店者 16 組、レジデンスアーティスト 2 組、その他 2組） 

来場者数｜約 1,600人（2 日間合計） 

b）第 2回 夏の黄金町 のきさきアートフェア

日時｜2018年 8月 12 日（日）、11：00〜15：00

会場／プログラム｜高架下スタジオ Site-D 集会場／はつこひ市場（初黄日商店会主催）

かいだん広場／アート市場、流し素麺 

地域防犯拠点ステップ・ワン／竹ランタンワークショップ（横浜市立大学鈴木ゼミ主催） 

日ノ出スタジオ前／アート市場※雨天のため会場をかいだん広場に変更 

出店者数（アート市場）｜4組（外部出店者 3組、レジデンスアーティスト 1 組） 

来場者数｜約 220人 

c）第 3回 秋の黄金町 のきさきアートフェア

日時｜10月 7日（日）11：00〜15：00 ※一部 19：00まで

会場／プログラム｜高架下スタジオ Site-D 集会場、かいだん広場／黄金町パンとコーヒーマルシェ（初黄日商

店会主催） 

日ノ出スタジオ／ビアフェス（初黄日商店会主催） 

日ノ出スタジオ前／アート市場、ビアフェス（初黄日商店会主催） 

出店者数（アート市場）｜11組（外部出店者 8組、レジデンスアーティスト 3 組） 

来場者数｜約 800人 

d）第 4回 のきさきアートフェア

日時｜2019年 3月 9日（土）、10日（日）、11：00〜15：00

会場／プログラム｜高架下スタジオ Site-D 集会場／はつこひ市場（初黄日商店会主催）※3月 9 日（土）のみ

かいだん広場／のきさきライブ（日ノ出サンデーズ） 
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日ノ出スタジオ前／のきさきアートフェア 

出店者数（アート市場）｜18組（外部出店者 14 組、レジデンスアーティスト 4 組） 

来場者数｜約 400人(２日間合計) 

e）第 5 回 のきさきアートフェア at桜まつり

日時｜2019年 3月 30 日（土）、31日（日）、11：00〜16：00

会場／プログラム｜高架下スタジオ Site-D 集会場／黄金町パンとコーヒーマルシェ

かいだん広場／黄金町パンとコーヒーマルシェ、のきさきライブ（日ノ出サンデーズ等） 

日ノ出スタジオ前道路／アート市場 

出店者数（アート市場）｜15組（外部出店者 10 組、レジデンスアーティスト 5 組） 

来場者数｜約 2,500人(２日間合計) 

写真 4-1-1 アート市場の様子 写真 4-1-2 パンマルシェの様子 

写真 4-1-3 ビアフェスの様子 写真 4-1-4 はつこひ市場の様子 
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4-2．バザールサポーター活動

通年で実施しているまちあるきツアーの他、のきさきアートフェアに合わせて絵本の読み聞かせ会、石花会

ワークショップ等を行った。

◆バザールサポーター登録者数｜273 人（2019 年 3 月末時点）

a）まちあるきツアー

日 時｜歴史ツアー：2018年 5 月 20日(日)、 6月 16日(土)、 10月 13日(土)

クイズツアー：2018年 10月 7 日(日)、 2019年 1月 19日(土)

参 加 者｜延べ 34 人 

b）アートで吟行 夏の陣 〜俳句ツアー〜

日 時｜2018年 7月 21日（日）14：00〜16：30 

会 場｜かいだん広場 
講 師｜上田晃之 

参 加 者｜8人 

c）絵本読み聞かせ

日 時｜2018年 8月 12日（日）13：00〜15：00 
会 場｜高架下スタジオ Site-C 
講 師｜瀬戸口裕子 

参 加 者｜子ども 7 人  大人 6 人 

d）石花会ワークショップ

日 時｜2019年 3月 10日（日）12：00〜15：00 
会 場｜1の 1スタジオ 
講 師｜石花会 

参 加 者｜子ども 8 人  大人 7 人 

写真 4-2-1 石花会ワークショップの様子 
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4-3．子どものためのプログラム

近隣の学校等と連携し、子どものためのプログラムを実施した。 

A．子どものまちアトリエ 

東小学校放課後キッズクラブとの連携企画。前年度に引き続き、今年度も春、秋、冬の 3 期に分け計 9 回の

ワークショップを行った。

a）春 からだで表現しよう

春のコースでは身体表現を行っている講師を招いて、自分の身体を使った表現にチャレンジした。最初は戸

惑う子もいたが、普段の動きがバラバラに組み合わさる事でダンスになっていく等、最後には参加者みんなが

楽しむ事ができた。 

開催日時｜2018年 5月 12 日（土）、 6月 9 日（土）、 7月 14日（土）各回 10：00〜12：00 

講 師｜土居大記、ハル 

参 加 者｜10人 

b）秋 ドレッシング・ドレッシング

「自分の身の回りにあるものを着飾ってみよう」をテーマにワークショップを行った。1 回目は、自分の机

や椅子、室内を毛糸や綿、色紙等を使って着飾った。2 回目は黄金町バザール 2018 会期中の日ノ出スタジオの

渡り廊下や黄金町ブックバザールの店内を着飾った。3 回目は前回作った作品を使い、自分自身を着飾り、フ

ァッションモデルになりきって撮影会を行った。 

開催日時｜2018年 9月 1 日（土）、 10月 6日（土） 、 11月 10 日（土）各回 10：00〜12：00 

講 師｜近あずき 

参 加 者｜10人 

c）冬 いろいろな色で表現しよう

1回目は絵画表現で使われている色と、色の見え方の科学知識を勉強し、「自分の庭」をテーマに作品を描い

た。2 回目では建物や川、街路樹等、まちを構成する色を歩いて探し、「川」をテーマに各々が表現した。3 回

目は自分の感情を色で表すリストを作り、自身の分身となるキャラクターを感情の色を使い制作した。 

開催日時｜2019年 1月 19 日（土）、 2月 9 日（土）、3月 2日（土）各回 10：00〜12：00 

講 師｜安田拓郎 

参 加 者｜8人 
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写真 4-3-1 秋のワークショップの様子 写真 4-3-2 冬のワークショップの様子 

B．ヨコハマ・アート・ピクニック 
横浜美術大学がゴールデンウィークに行う子どもワークショップに今年度も参加した。今年は、久保萌菜「キ

ラキラひかるおおきな瓶をつくろう」、照沼敦朗「切り絵アニメーションをつくろう」、杉山孝貴「アート忍者

教室-分身の術の巻-」の 3 つのワークショップを行った。

日 時｜2018年 4月 28日（土） 13：00〜15：00 

会 場｜横浜美術大学グラウンド 
講 師｜久保萌菜、照沼敦朗、杉山孝貴 

参 加 者｜45人 

写真 4-3-3 完成した作品のお披露目 
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4-4．大岡川ひかりの川辺

横浜市主催による大岡川のライトアップイベント「大岡川ひかりの川辺」と連携し、黄金町エリアを回遊し

て楽しめる、光を活用したアート作品展示と体験型プログラムを実施した。 

プログラム内容は、志村信裕氏の映像作品《赤い靴》の投影と、黄金町レジデンスアーティストの吉本直紀

氏の新作映像投影で、期間中の週末には吉本氏の映像作品に登場する光る風船を配布し、来場者が黄金町エリ

アを回遊して楽しめる体験型プログラムとした。

日 時｜2018年 10月 27日（土）〜11月 4日（日）各日 18：00〜21：00 （計 9日間） 

場 所｜ステップスリー、ハツネウィング、旭橋付近 

アーティスト｜志村信裕、吉本直紀

来場者数｜延べ 504人

a）志村信裕《赤い靴》展示

黄金町バザール 2009 で志村信裕が制作した《赤い靴》を再展示した。

写真 4-4-1 志村信裕《赤い靴》2009年 

作家略歴 

志村信裕（しむらのぶひろ）、1982 年東京生まれ。「光をあてる」をテーマに、映像表現によるインスタレー

ション作品を国内外の芸術祭や美術館で多数発表。主な展覧会に「未見の星座〈コンステレーション〉」（東京

都現代美術館、2015 年）、「十和田奥入瀬芸術祭」（青森、2013 年）、 「あいちトリエンナーレ 2010」（愛知、

2010 年）「黄金町バザール」（横浜、2009-2011 年）など。2016 年〜2018 年文化庁新進芸術家海外研修員とし

てパリに滞在。
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b）吉本直紀《D.N.A.dimension of neutralized art》展示

写真 4-4-2 吉本直紀《D.N.A.dimension of neutralized art》 
2018年 ビデオインスタレーション ループ映像 

写真 4-4-3 吉本直紀《D.N.A.dimension of neutralized art》 
2018年 ビデオインスタレーション ループ映像 

アーティストステイトメント

魂の成長とは、真っ直ぐな階段をひたすら上へ上と行くのではなく、登っては戻り、また登っては戻りの螺

旋階段のようなものである、というのはあるスピリチュアル文献の説ですが、生物が今日に至るまでの進化が

刻まれた DNA もまた、なぜか螺旋階段ととても良く似た形状をしています。そんな事を頭のどこかへしまっ

ていたある時、ガラス張りの我がスタジオに突如巨大且つ実態なき ART=人工物としての DNA が、光発する

二次元世界に聳え立つ姿が見えてきました。 

作家略歴 

吉本直紀（よしもとなおき）、映画を軸とした様々な表現活動から実験、ドラマ、ドキュメンタリー、マルチ

パフォーマンス、演劇まで映画・映像表現の幅広い可能性を追求。2013 年より黄金町へ活動拠点を移動。黄金

町バザール 2014 で初インスタレーションに挑む。2015 年と 2017 年、中国・成都市のレジデンスプログラム

に参加。 
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c）体験型プログラム

実施期間中の週末 4 日間（10 月 27 日、28 日、11 月 3 日、4 日）、「大岡川ひかりの川辺」イベントの実施場

所近くの旭橋にて、LED 付属の光る風船を配布し、作品の案内と展示会場への誘導を行った。作品映像中に登

場する風船を来場者が持って鑑賞することで、来場者が作品と一体となるような体験型のプログラムとした。

また、旭橋で風船を受け取った来場者が周辺を回遊することで、創造界隈拠点としての初黄・日ノ出町地区の

一体的な取組みの認知向上を図った。 

風 船 配 布 数｜延べ 252個（計 4日間） 

（※配布予定は 400個であったが、雨天による天候不順のため、 

未配布分は会場周辺施設の室内装飾として使用した。） 

写真 4-4-4 風船を持って鑑賞する来場者
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5-1．「初黄・日ノ出町環境浄化推進協議会」事務局

初黄・日ノ出町地区の町内会、東小学校 PTA 等で構成される「安全・安心のまちづくり」を推進する団体「初

黄・日ノ出町環境浄化推進協議会」の事務局業務を中区役所より受託。定例会などの会議、防犯パトロール、

街づくり協議、まちのルールづくりのためのアンケート実施、まちづくりニュース発行、初黄日トーク等のイ

ベントの開催等、協議会事業全般の運営及び補助を行った。 

A．定例会等会議の運営 

今年度は参加者を増やすための取組みとして、通常の開催日時のほか、夜間開催、土日開催を実験的に実施

した。 

定例会｜毎月第 4 木曜日 10：00〜12：00（夜間開催時は 19：00〜20：00） 

計 11回開催（内、夜間開催 2回、土曜開催 1 回、日曜開催 1回） 

役員会｜不定期第 3水曜日 10：00〜12：00 計 8 回開催 

B．初黄日トーク vol.6〜初黄・日ノ出町の過去と今を伝える〜」の開催 

初黄・日ノ出町地区のまちづくりについて検討し、情報共有を行う公開イベントとして開催した。6 回目と

なる今回は「初黄・日ノ出町の過去と今を伝える」をテーマに、地域の人口の推移、地価等の変遷から現状に

ついて把握、今後のまちづくりのあり方について登壇者がクロストークを行なった。 

日 時｜2019年 2月 24日（日）11：00〜15：00 

会 場｜黄金スタジオ 

登 壇 者｜高畠祐二（不動産鑑定士／高畠不動産鑑定事務所） 

鈴木伸治（横浜市市立大学国際総合科学部まちづくりコース教授） 

参 加 者｜37人 

写真 5-1-1 初黄日トークの様子 写真 5-1-2 初黄日トークの様子 
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C．街づくり協議の実施 

初黄・日ノ出町地区内での建築行為に対して、「初黄・日ノ出町地区街づくり協議指針」に基づいて建築事業

者と協議を実施した。 

協議件数｜4件（承認 2 件、不調 2件） 

D．まちのルールづくりの検討のためのアンケートの実施 

初黄・日ノ出町地区内での「地区計画」「街づくり協定」の策定を目指し、地区内の全ての住民、地権者、建

物所有者を対象としたアンケートを実施した。 

アンケート配布数｜3,486 通

回 収 数｜483 通

回 収 率｜13.5%

E．防犯パトロールの開催 

協議会会員を中心に、地域住民、東小学校 PTA、神奈川県警伊勢佐木警察署、横浜市、レジデンスアーティ

ストと連携して防犯のためのパトロールを定期的に実施した。

日 時｜毎月 27 日（12月のみ 17日開催）各日 15：00〜17：00 

場 所｜黄金町交番に集合後、初黄・日ノ出町等をパトロールし、かいだん広場で解散。 

開催回数｜12 回 

参加人数｜約 250人（年間） 

写真 5-1-3 防犯パトロールの様子 写真 5-1-4 防犯パトロールの様子 
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F．まちづくりニュースの発行 

協議会の活動及び地域の情報発信を目的とした情報誌「まちづくりニュース」の発行を行った。 

発行回数｜年間 6 回（第 116〜121号） 

発行部数｜延べ 18,000 部 

G．Kogane-X Lab. 

協議会と横浜市立大学鈴木ゼミと共同で活動する Kogane-X Lab.の活動支援として、地元学生会議運営サポ

ート、のきさきアートフェア内で開催しているはつこひ市場等の学生企画運営サポート等を行っている。 

a）地元学生会議

地域住民と学生が定期的に行う会議で、学生企画についての意見交換や、地域で行われている活動の紹介等

情報共有の場として開かれている。 

日 時｜2018年 4月〜2019年 3 月 毎月第１木曜日 19：00〜 計 11 回開催 

会 場｜高架下スタジオ Site-D 集会場 

参加人数｜学生 5 名 地域住民 6名 (各回平均) 

b）はつこひ市場

桜まつりや打ち水等のイベントに合わせ、今年度は 4 回開催した。かいだん広場横の路地に人工芝を敷きつ

めた休憩スペース作り、子ども向けワークショップなど親子で参加出来る企画を行った。 

c）はつこひ大好きパーティー

1 年の活動期間を終え、黄金町を卒業する鈴木ゼミの学生が、お世話になった地域の方やアーティストを招

いて、料理を振る舞い感謝を伝え、次の世代を紹介する会。今年も 12 期生 5 名が巣立ち、新たに 13 期生 5 名

が黄金町で活動を開始した。 

写真 5-1-5 はつこひ市場の様子 写真 5-1-6 はつこひ大好きパーティーの様子 
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H．避難訓練＋防災炊出し大作戦 

震災時を想定した野毛山公園への避難訓練と桜桟橋周辺を会場とした炊出し訓練を 3 町内会（初黄町内会、

日ノ出町町内会、赤英町内会）と合同で開催した。 

日 時｜2018年 11月 10日（土）10：00〜12：00 

参加人数｜180人 

写真 5-1-7 炊出しの様子 写真 5-1-8 消火訓練の様子 
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5-2．「初黄日商店会」事務局

初黄・日ノ出町地区の商店会組織「初黄日（はつこひ）商店会」の事務局として、「はつこひ市場」等商店会

主催イベントについて、チラシの発行等、主に広報面での補助を行った。 

はつこひ市場開催日時｜2018年 8月 12日（日）はつこひ市場 

2018年 10月 7 日（日）＜特別回＞黄金町パンとコーヒーマルシェ 

2019年 3月 9日（土）、10日（日）はつこひ市場 

2019年 3月 30 日（土）、10日（日）＜特別回＞黄金町パンとコーヒーマルシェ 

5-3．黄金町 BASE 支援

黄金町 BASE は黄金町レジデンスアーティストが主導となって、廃材を材料に、地域の子どもたちが自由に

作品を作れる場として運営している。当団体ではかいだん広場、1 の 1 スタジオ C を貸出し、協力を行ってい

る。 

・参加者 612 名（述べ）

日 時｜2018年 4月〜2019年 3 月 金曜 15：00〜17：00 土曜 14：00〜17：00(冬場は 16：30まで)

 計 74回開催 

会 場｜かいだん広場、1の 1 スタジオ C 

講 師｜山田裕介、杉山孝貴、水谷朋代 他 

写真 5-3-1 黄金町 BASE活動の様子 
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5-4．大岡川桜まつり

大岡川桜まつり（主催：大岡川桜まつり実行委員会）の参加団体として全体会議に出席の他、全 7 回の全体

会議議事録作成、近隣小中学校制作の絵パネル搬入出・展示、子ども工作教室運営、ボートイルミネーション

運営を行った。 

a）子ども工作教室「お絵描きさくら傘」

傘に絵を描き、柄の部分に仕掛けたライトで夜に光る傘を作った。

日 時｜2019年 3月 27日（水）10：00〜11：00、30日（土）11：00〜15：00 
会 場｜東小学校、聖母幼稚園園庭 
参加人数｜子ども 22人 大人 15人 

b）ボートイルミネーション

子ども工作教室で作った傘を船に並べ、ベネチア号を華やかに彩った。

日 時｜2019年 3月 30日（土）17：00〜18：00 
会 場｜横浜日ノ出桟橋 
参加人数｜子ども 11人 大人 7人 
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６．市民協働事業 

本事業は、横浜トリエンナーレ組織委員会（以下、「組織委員会」と記す。）からの委託により、横浜トリエ

ンナーレサポーター事務局（以下、「サポーター事務局」と記す。）の運営を通じて、芸術文化分野における市

民参画を促進する事を目的として実施するものである。横浜トリエンナーレサポーター「ハマトリーツ！」（以

下、「ハマトリーツ！」と記す。）を対象に、ヨコハマトリエンナーレ 2020 を見据えた活動を展開し、サポータ

ー活動の新たな参加者の獲得と自主的なサポーター活動の拡充を通じてアートと市民との接点を多様に創出す

る事を目指す。

 本年度は 2020 年に向けて始動する年であることから、サポーター活動の新たなる参加者の獲得と、様々な活

動を通してアートと市民の接点を多様に創出することを目指し、日常的・定期的に顔を合わせ、学び合う場と

機会を設けた。 

 また、横浜市内をはじめとして、芸術文化に関わる様々な市民・ボランティア団体やネットワークとの情報

交換を通じて、多様な活動に触れる機会をサポーターに提示するとともにサポーター活動、ならびに横浜トリ

エンナーレの周知を行った。

6-1．横浜トリエンナーレサポーター事務局の設置と運営

登録者情報の管理運営やサポーターの窓口対応を担うサポーター事務局を黄金町エリアマネジメントセンタ

ー内に設置した。また、黄金スタジオにサポーター活動の拠点を設置した。 

運営体制として、事業を統括する事務局長、実務に従事するスタッフを配置し、サポーター事務局の運営強

化のため、必要に応じて補佐としてインターンを募集した。また、年度の後半よりマネージャーを配置し、横

浜トリエンナーレサポーター事務局の体制強化を図った。その他、サポーター活動の方向性を検討していく場

として、2018 年 7 月より組織委員会とサポーター事務局の二者間で情報共有会を、横浜美術館にて定期的に実

施した。 

表 6-1-1 平成 30年度サポーター事務局運営体制 

事務局長／1名 山野 真悟（黄金町エリアマネジメントセンター事務局長） 

事業全体統括 

マネージャー／1名 立石 沙織（黄金町エリアマネジメントセンター マネージャー） 
※2018年 12 月〜2019年 3月

事業全体管理

スタッフ／2名 山野 桂（黄金町エリアマネジメントセンター スタッフ） 

現場管理・運営、予算管理、内外部との調整・折衝、チラシ作成 

神田 美樹（黄金町エリアマネジメントセンター スタッフ） 

現場管理・運営、登録者情報管理、サポーター対応、WEB更新 

インターン／1 名 那須 若葉 ※2018年 4 月〜2019年 3月 

現場管理・運営補佐、記録補佐 

6-2．サポーター運営管理

2018 年 4 月当初のサポーター登録者数は 1,468 名であった。年間を通じて新規登録ならびに登録解除を受け

付け、新規登録者 41 名、登録解除者 42 名、また重複登録者の情報を整理し、2019 年 3 月末現在で、サポータ

98



６．市民協働事業 

ー登録者数は 1,468 名となっている。その他、次回展に向けたサポーター規約の見直しおよび登録継続意思確

認の実施案を作成したが、共有会にて協議の上、本年度の実施は見送った。 

また、新規サポーターの獲得に向けて、サポーター募集チラシを作成し、イベント等に合わせて配布を行な

った。その他、主に横浜市内のボランティア募集ポータルサイトにて団体登録を行い、イベント毎に運営サポ

ーターの募集情報を掲載した。 

図 6-2-1 登録者性別割合    図 6-2-2 登録者年齢層割合 

図 6-2-3 登録者職業別割合   図 6-2-4 登録者居住地域割合 

表 6-2-5 登録サイト詳細 

名称 URL 

横浜市立大学ボランティア支援室 http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~voluntee/wp/ 

神奈川県生涯学習情報システム

「PLANET かながわ」 
https://www.planet.pref.kanagawa.jp 

横浜市民活動支援センター https://opencity.jp/yokohama/ 

ネット TAM https://www.nettam.jp/career/ 

6-3．情報発信

サポーター活動に関する情報発信のため、サポーター公式ウェブサイトおよび SNS アカウントを運用した。

ウェブサイトは全面リニューアルを行い、パソコンまたはスマートフォンのどちらでも見やすいレイアウトに

変更した。その他、リアルタイムな情報発信ツールとして Facebook、twitter、Instagram の各 SNS を活用した。

ブログではサポーター活動に関する記事をハマトリーツ！による寄稿文を掲載した。
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また、サポーターを対象としたメールニュースを年間 40 件（月 3〜4 回程度）配信した。メールニュースで

はサポーター活動に関する情報の以外に、象の鼻テラスや KAAT 神奈川芸術劇場等、さいたま国際芸術祭等の

横浜市内外の 9 団体、計 21 件のイベントやボランティア募集情報の協力配信を行った。  
表 6-3-1 SNSアカウント概要（平成 31年 3月 31日現在） 

種類 アカウント名／URL 投稿数 フォロワー数

Facebook 横浜トリエンナーレサポーター＠yokotorisupporter 
https://www.facebook.com/yokotorisupporter/ 155件 968件 

（年間増減数+62） 

twitter 横浜トリエンナーレサポーター@yokotrisup 
https://twitter.com/yokotorisup 150件 2,488件 

（年間増減数+15） 

Instagram 
ハマトリーツ！（横浜トリエンナーレサポーター）
hamatreats
https://www.instagram.com/hamatreats/

89件 104件 
（年間増減数+28） 

Blog ハマトリーツ！（横浜トリエンナーレサポーター）
https://ameblo.jp/yokotorisupporter/ 13件 - 

6-4．ヨコハマトリエンナーレ 2020 までの市民協働事業の実施計画の策定
ヨコハマトリエンナーレ 2020 を視野に入れた 3 カ年の実施計画を作成した。尚、組織委員会との協議の元、

適宜変更や修正を行なった。 

図 6-4-1 市民協働事業実施計画（2018年 5月作成） 

6-5．サポーター活動拠点の設置・運営

黄金スタジオの一部をサポーターの活動拠点として開放した。開室はサポーター事務局が定める日程のほか、

サポーターの要望に応えて実施した。利用開始にあたって、Wi-Fi やプリンター等の設備を整える他、サポー

ター自身で什器の制作や清掃活動を行なった。また、開室日に合わせて、本年度に実施したサポーターズサロ
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ンの記録映像の上映会を行なった。

表 6-5-1 サポーター拠点としての黄金スタジオ開放実施概要 

実施回数・頻度 40回、月 4回程度 

利用人数 延べ 168 名 

利用内容 
記録上映会、大掃除、サポーターズサロン、サークル活動、ワークショ

ップ等 

6-6．サポーター活動に係るプログラムの企画・運営

本年度の活動開始にあたって、横浜トリエンナーレ全体の方向性やサポーター活動の方針について説明する

ためのオリエンテーションを開催した。また、第 26 回および第 27 回大岡川桜まつりや黄金町バザール 2018

に合わせて、横浜トリエンナーレやサポーター活動を背負う秋するパネル展示やワークショップを実施した。 

表 6-6-1 イベント実施概要 

実施日 内容 参加者 

2018.5.27 

ハマトリーツ！オリエンテーション 2018
ヨコハマトリエンナーレ 2020に向けた方向性及びプロモーションイ
ベント、本年度の活動及び活動拠点の説明。
登壇者：帆足亜紀（横浜トリエンナーレ組織委員会事務局プロジェク
ト・マネージャー）、西山有子（横浜トリエンナーレ組織委員会事務
局コミュニケーション・オフィサー）、山野桂（黄金町エリアマネジ
メントセンター スタッフ）
場所：黄金スタジオ

28名 

2018.4.7
〜4.8 

ハマトリーツ！活動紹介パネル展示
第 26回大岡川桜まつりに合わせて、黄金町エリアマネジメントセン
ターと合同で、ヨコハマトリエンナーレ 2017でのハマトリーツ！活
動紹介パネルの展示を実施。 
場所：1 の１スタジオ G（初黄・日ノ出町地区） 

（未カウント） 

2018.9.17 

「思い出の布で自分だけのヨコトリを作ろう！」ワークショップ 
参加者が持参した布地で、「ヨコトリ」を制作するワークショップを
実施。 
講師：安部泰輔（現代美術家） 
場所：黄金スタジオ 

12名 

2018.9.21
〜10.28 

ハマトリーツ！ステーション 2018
ヨコハマトリエンナーレ 2017の紹介およびサポーター活動紹介のパ
ネル展示を黄金スタジオで行った。また、来街者に向けてワークショ
ップを実施した。
・ワークショップ「オリジナルヨコトリ缶バッチを作ろう！」
（2018.10.21）ワークショップ参加者 46名、運営サポーター5名 
尚、企画内容の検討、展示物等の準備を目的とする企画会議を以下の
日程で実施した。 
・第 1回企画会議（2018.8.11）参加者 3名
・第 2回企画会議（2018.8.31）参加者 3名
・第 3回企画会議（2018.9.8）参加者 6 名
・第 4回企画会議(1)（2018.9.15）参加者 3名
・第 4回企画会議(2)（2018.9.17）参加者 2名

（未カウント） 

2019.3.30 「ヨコトリいきものずかん〜現代アートな生き物をつくろう〜」 ワークショップ
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〜3.31 第 27回大岡川桜まつりに合わせて、来街者を対象にサポーターがワ
ークショップを企画運営。受付時にヨコハマトリエンナーレ 2020の
ステッカーおよびオーディエンス・リサーチ・プロジェクトのアンケ
ート用紙を配布。
ワークショップ実施内容：缶バッジワークショップ、塗り絵ワークシ
ョプ、折り紙ワークショプ
場所：黄金スタジオ

参加者延べ 279
組 

運営サポーター 
延べ 16名 

   写真 6-6-1 オリエンテーションの様子   写真 6-6-2 パネル展示風景（第 26回大岡川桜まつり） 

写真 6-6-3、6-6-4 ワークショップの様子（第 27回大岡川桜まつり） 

6-7．プチトリ

市内外のパブリックアートや展覧会の鑑賞、サポーター自身による制作をすることによって、身近な場所の

アートの存在に触れ、現代アート作品やアートプロジェクトにより親しみを持つきっかけとなることを目指す

プログラムとして「プチトリ」を実施した。「水と土の芸術祭 2018」ではみずつち市民サポーターズの案内に

より、「第 4 回全国芸術祭サポーターズミーティング in みずつち」にも参加し、芸術祭サポーター同士で意見

交換を行なった。

表 6-7-1 プチトリ実施概要 

実施回数・頻度 計 10回、月 1回程度 
延べ参加者数 延べ 85名 

各回実施日 イベント名 参加者数 

2018.6.24 
朝トリ〜上大岡のパブリックアートを見に行こう〜 
案内人：河本一満氏（横浜市文化観光局 創造まちづくり担当課長） 
場所：上大岡駅 

7名 

2018.8.18、
8.19 

ぶちトリ〜活動拠点をつくろう！ぶち木工・DIY スクール〜 
講師：ぶち木工（木工屋） 
場所：黄金スタジオ 

延べ 9名 

2018.8.5 旅トリ「水と土の芸術祭 2018へ行こう！」説明会&参加者ミーティング
場所：黄金スタジオ 

7名 
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2018.8.25、
8.26 

旅トリ「水と土の芸術祭 2018へ行こう！」 
場所：水と土の芸術祭 2018会場（新潟県新潟市内） 延べ１６名 

2018.9.23 
昼トリ〜黄金町バザール 2018ディレクター・ツアーに参加しよう！〜」 
案内人：山野真悟（黄金町バザール 2018 ディレクター） 
場所：黄金町バザール 2018会場 

12名 

2018.10.8 
朝トリ〜横浜市民ギャラリーに行ってみよう！〜 
案内人：大塚 真弓（横浜市民ギャラリー学芸員） 
場所：横浜市民ギャラリー 

7名 

2018.10.13 旅トリ〜水と土の芸術祭 2018に行ってきたよ！〜報告会 
場所：黄金スタジオ 

14名 

2018.10.14 
午後トリ〜あざみ野コンテンポラリーを観に行こう！〜 
案内人：天野 太郎（横浜市民ギャラリーあざみ野主席学芸員） 
場所：横浜市民ギャラリーあざみ野 

6名 

2018.11.25 
旅トリ〜きっと晴れるよ、アートいちはら 2018 秋に行こう！〜 
案内人：菊池 直子（菜の花プレーヤーズ／市原市土木部建築施設課主任） 
場所：アートいちはら 2018秋会場（千葉県市原市） 

2名 

2019.3.16 

午後トリ〜「井戸端 At the Well」のハマトリーツ！限定ツアーに参加し
よう！〜 
案内人：内海 潤也（黄金町エリアマネジメントセンター・キュレトリア
ルチーム）
場所：高架下スタジオ Site-A ギャラリー

5名 

写真 6-7-1 旅トリ（水と土の芸術祭）の様子  写真 6-7-1 ぶちトリ（DIYワークショップ）の様子 

6-8．サポーターズサロン

参加者が現代アートに関する知識を得、かつ現代アートに親しみを持つ機会を創出することを目的に、トー

クイベントを定期的に開催した。横浜美術館や横浜市民ギャラリーあざみ野の学芸員を登壇者に招き、現代ア

ートの傾向や国内外の国際展の事例等について伺った。また、会場設営や受付等の運営面において、ハマトリ

ーツ！から運営サポートを募集し、企画運営への参画を図った。

表 6-8-1 サポーターズサロン実施概要 

実施回数・頻度 計 9回、1〜2ヶ月に 2〜3 回程度 
延べ参加者数 延べ 156 名 

場所 黄金スタジオ 
各回実施日 イベント名 参加者数 

2018.6.22 
サポーターズサロン「現代アートには手を出すな！」vol.1「ポピュ
リズムと美術」
登壇者：天野太郎(横浜市民ギャラリーあざみ野主席学芸員/プログ

20名 
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ラム・ディレクター)

2018.6.29 

サポーターズサロン「現代アートには手を出すな！」vol.2「展示と
いう作品」
登壇者：天野太郎(横浜市民ギャラリーあざみ野主席学芸員/プログ
ラム・ディレクター)

16名 

2018.8.18 
サポーターズサロン「本当は怖い現代アート」vol.1「僕らは一人じ
ゃない？」 ―ドイツとイギリスの場合」
登壇者：木村絵理子(横浜美術館主任学芸員)

19名 

2018.8.29 
サポーターズサロン「本当は怖い現代アート」vol.2「ビエンナーレ
大感染時代 ―アジアのパンデミックと抗体を持つアメリカ」
登壇者：木村絵理子(横浜美術館主任学芸員)

16名 

2018.9.26 
サポーターズサロン「本当は怖い現代アート」vol.3「韓国秋の陣！
行くか行かぬか？ソウル、光州、釜山、大邱、ビエンナーレ速報」 
登壇者：木村絵理子(横浜美術館主任学芸員)

24名 

2018.10.17 
サポーターズサロン「記録を止めるな！〜ヨコトリ 2017 のはじま
りから終わりまでを振り返る〜」
登壇者：庄司 尚子(横浜美術館コーディネーター)

21名 

2019.1.16 

サポーターズサロン「現代アート、いやその前に」vol.1 国際展の
歴史
登壇者：内海 潤也（黄金町エリアマネジメントセンター・キュレ
トリアルチーム）

10名 

2019.1.30 

サポーターズサロン「現代アート、いやその前に」vol.2 ポストコ
ロニアリズムから見る国際展
登壇者：内海 潤也（黄金町エリアマネジメントセンター・キュレ
トリアルチーム）

16名 

2019.2.13 

サポーターズサロン「現代アート、いやその前に」vol.3 ジェンダ
ーから見る国際展
登壇者：内海 潤也（黄金町エリアマネジメントセンター・キュレ
トリアルチーム）

14名 

写真 6-8-1「本当は怖い現代アート」の様子 写真 6-8-2「記録を止めるな」の様子 

6-9．サポーターズサロン・エクストラ

サポーターズサロンの拡大版、「サポーターズサロン・エクストラ」として、「ヨコハマトリエンナーレ 2020」

と同年に開催される国際展に焦点を当て、「さいたま国際芸術祭 2020」と「札幌国際芸術祭 2020」のそれぞれ

のディレクターを登壇者に招き、展覧会の概要や市民との関わり方について話を伺った。 

 また、イベントの告知にあたってチラシを制作し、ヨコハマアートラリー等のイベントでの配布の他、横浜

市の区役所や図書館、市内外の文化施設等に配架した。尚、チラシのデザインは株式会社 tegusu に依頼した。

その他、会場設営や受付等の運営面において、ハマトリーツ！から運営サポートを募集し、企画運営への参画

を図った。 
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表 6-9-1 サポーターズサロン・エクストラ実施概要 

実施回数 計 2回 
延べ参加者数 延べ 104 名 

場所 YCC 横浜創造都市センター3階イベントスペース 
各回実施日 イベント名 参加者数 

2019.2.17 

サポーターズサロン・エクストラ「行けばわかるさ、芸術祭。」vol.1 さ
いたま国際芸術祭 2020を語る
登壇者：
遠山 昇司（さいたま国際芸術祭 2020ディレクター、映画監督）
浅見 俊哉（さいたま国際芸術祭 2020 市民プロジェクトコーディネー
ター、写真作家、ワークショップデザイナー、KAPL 代表）
対談：山野慎吾（黄金町エリアマネジメントセンター事務局長）

51名 

2019.3.13 

サポーターズサロン・エクストラ「行けばわかるさ、芸術祭。」vol.2 札
幌国際芸術祭 2020を語る
登壇者：
天野 太郎（札幌国際芸術祭 2020 統括ディレクター／企画ディレクタ
ー（現代アート担当））
対談：山野慎吾（黄金町エリアマネジメントセンター事務局長）

53名 

写真 6-9-1 vol.1の様子   写真 6-9-2 vol.2の様子 

6-10．自主活動に係るプログラムの管理・運営

 本年度のサポーターによる自主的な活動として、登録制の「サークル活動」のプログラムを実施した。サポ

ーターが自主的な活動を希望する場合、登録申請により活動時に拠点の利用やメールニュースでの活動案内が

できるように制度を整備した。制度の開始にあたって、要項や登録時の注意点を伝えるため説明会を実施した。

年間を通して合計２組のサークルが登録、活動を行った。また、平成 29 年度のガイド活動から派生した自主活

動「ヨコトリディクショナリー」（活動期間：2017 年 11 月〜2018 年 10 月）が、前年度から継続していたヨコ

ハマトリエンナーレ 2017 の作品解説集「作品ガイド・アンソロジー」の編集作業を、本年度 10 月に完成させ

た。

表 6-10-1 「サークル活動」登録概要 

登録期間と登
録場所 

登録受付期間：2018年 8 月 5日(日)〜2019年 2 月 17日(日) 
登録有効期限（活動期間）：2019年 3月 17日(日)まで 
登録受付場所：黄金スタジオ（神奈川県横浜市中区黄金町 2-7） 

登録するとで
きること 

① 黄金スタジオをサークル活動の拠点として利用可能
② 活動に関するお知らせをハマトリーツ！メールニュースで配信

登録方法 
① 「登録申請用紙」サポーター事務局スタッフへ提出
② サポーター事務局および横浜トリエンナーレ組織委員会で申請内容を確認
③ サポーター事務局から登録承認の可不可を連絡
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活動基準 

・「横浜トリエンナーレサポーター規約」に則った趣旨や内容の活動であること。 
・横浜トリエンナーレまたは現代アートに関係のある活動内容であること。
・グループのメンバーは全員サポーター登録があること。
・黄金スタジオを中心とした横浜の地域の活動であること。
・新しいメンバーを受け入れる姿勢があること。

6-11．横浜トリエンナーレ組織委員会主催事業のサポート

横浜トリエンナーレ組織委員会が主催するイベントの当日の運営サポートをサポーターから募集した。また

サポーター事務局スタッフも当日の運営サポートに加わった。その他、当日の会場内で展示するためのサポー

ター活動紹介パネルデータを作成した。

表 6-11-1 組織委員会主催事業運営サポート概要 

実施日 内容 参加者 

2019.1.26 

「ヨコハマアートラリー アートと笑いの境界線」事前準備サポ
ート 
組織委員会が行う、ヨコハマアートラリー「アートと笑いの境
界線」の受付で配布するチラシ組み作業のサポートを募集し
た。また、サポーター事務局スタッフもこれに従事した。 
場所：黄金スタジオ 

ハマトリーツ！1名
サポーター事務局
（黄金町スタッフ） 

2名 

2019.2.3 

「ヨコハマアートラリー アートと笑いの境界線」運営サポート 
受付での資料渡しや会場内での誘導サポートを行うサポータ
ーを募集した。また、サポーター事務局スタッフもこれに従事
した。 
場所：横浜市開港記念会館 

ハマトリーツ！8名
サポーター事務局
（黄金町スタッフ） 

2名 

2019.2.20 

美術館と国際展を巡る連続講座【第 2回】「国際展をキュレーシ
ョンすること」運営サポート 
受付での資料渡しや会場内での誘導サポートを行うサポータ
ーを募集した。 
場所：横浜美術館レクチャーホール 

ハマトリーツ！2名

2019.3.2 

美術館と国際展を巡る連続講座【第 3回】「美術館という建築物
と展覧会の関係」運営サポート 
受付での資料渡しや会場内での誘導サポートを行うサポータ
ーを募集した。 
場所：横浜美術館円形フォーラム 

ハマトリーツ！2名

写真 6-11-2 事前準備の様子    写真 6-11-3 運営サポートの様子 
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写真 6-11-3 パネル展示の様子 

6-12．メディア掲載、取材、ヒアリング実績

本年度の市民協働事業に関するメディア等への掲載は下表の通りとなった。 

表 6-12-1 掲載一覧 

掲載日 種別 媒体名 内容 

2018.12.28 フリーペーパー 季刊ヨコハマアートサイト 自主活動「時をかけるヨコ
ハマ」

2019.2.1 フリーペーパー 広報よこはま サポーターズサロン・エク
ストラ

2019.1,12 Facebook 札幌国際芸術祭 同上 
2019.1.25 Web YCC ヨコハマ創造都市センター 同上 
2019.1.25 Web マグカル・ドット・ネット 同上 
2019.1.28 Web マグカル・ドット・ネット 同上 
2019.1.31 Facebook さいたま国際芸術祭 2020 同上 
2019.2.12 Facebook 創造都市横浜 同上 
2019.3.5 Facebook さいたま国際芸術祭 2020 同上 

- Web tegusu 同上 

下記の通り市民協働事業に関する取材に対応した。 

表 6-12-2 取材対応一覧 

実施日 取材者 媒体 
2018.7.29 筑波大学大学院人間総合科学研究科（修士）※個人 修士論文 ※未発表 

2018.10.29 ヨコハマアートサイト事務局 季刊誌 

107



７．その他事業

108



７．その他事業 

7-1．間伐材を活用した木工ワークショップ

「平成 30 年度間伐材を活用した木工ワークショップ」を中区役所より受託。親子、子どもを対象としたワー

クショップを企画、実施した。

A．目的

横浜市中区は、まとまりのある樹林地が少なく、緑に接する機会があまりない区域である。そこで小学生や

親子などを対象に、間伐材を活用した木工ワークショップを開催する。 

このワークショップの参加を通じて、木に親しみを持ち、横浜市の緑の取組への認識が深まることを目的と

する。また、アートによるまちづくりが行われている初黄・日ノ出町地区において、ワークショップを開催す

ることで、地区を訪れるきっかけとなり、まちの賑わいやまちづくり活動の促進等の相乗効果を図る。 

B．開催実績 

「木のフォトフレームをつくろう！」 

ワークショップへの参加を通じて、木に親しみを持ち、間伐材への理解を深めるような内容とするため、木

材を「切る」「磨く」「塗装する」の 3 行程の経験、また、このワークショップの体験自体を思い出として留め

ることも意識し、「木のフォトフレーム」作成とアーティストによる参加者の似顔絵作成をセットとした内容と

した。 

日 時｜2018年 3月 9 日（土）、10日（日）各日 11：00〜15：00 

会 場｜高架下スタジオ Site-C 工房 

参 加 者｜41人（大人 28人、子ども 13人） 

講 師｜西村真人（BUCHI MOKKOU／木工アーティスト） 

安田拓郎（ペインター） 

写真 7-1-1 ワークショップの様子 写真 7-1-2 ワークショップの様子 

写真 7-1-3 ワークショップの様子 写真 7-1-4 完成した作品 

109



７．その他事業 

7-2．海の灯まつり

「海の灯まつり in お台場 2018〜東京 150 年祭〜」で実施するペーパーランプイベント業務を「海の灯まつ

り n お台場実行委員会」より受託。ペーパーランプを使用した地上絵作成を企画、実施した。 

A．開催実績 

「海の灯まつり in お台場 2018〜東京 150 年祭〜」 

海の安全を祈願して、約 5 万個のペーパーランプを利用して地上絵を作り出すイベント。2018 年で 15 周年

を迎えた。 

日 時｜2018年 7月 15日（日）、16日（月） 

会 場｜お台場海浜公園 おだいばビーチ 

来 場 者｜約 100,000人 

写真 7-2-1 作業の様子 写真 7-2-2 作業の様子 

写真 7-2-3 作業の様子 写真 7-2-4 完成した地上絵 
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8-1．文化芸術の情報発信

A．ウェブサイト

NPO の情報発信プラットフォームとし

て、黄金町エリアマネジメントセンター公

式 web サイト「koganecho.net」の管理・運

営を行っている。 

同サイトでは、NPO の主催イベントのほ

か、広報協力として関連団体やレジデン

ス・アーティスト等が初黄・日ノ出町地区

で開催するイベントや展覧会の情報を掲載

している。今年度新規立ち上げを行ったウ

ェブサイトとしては、例年同様の「黄金町

バザール」がある。

 これらに関するアクセス解析を行うと、1 年間の総セッション数は 140,814 件（前年比 87%）、ページビュ

ー数は 324,553 件（前年比 79%）、ユーザーは 71,807 人（前年比 92%）で、総じて当サイトへのアクセス数

は減少している。前年度はトリエンナーレと同時開催年であったことがアクセス数に大きく影響していたとみ

られる。（参照：表 8-1-2） 

ユーザーの属性を解析すると、例年 9 割を超えていた国内からのアクセスが、9 割を切る数字となり、海外

からのアクセスの割合が前年度より増えている。アクセスの多い国は、上から順にアメリカ、台湾、韓国、中

国、フランス、ドイツ、フィリピン、イギリス、タイで、特に変化率が高く、アクセス数が多くなった国はフ

ランスと中国であり、それぞれ昨年度からは２倍以上のアクセスがあった。（参照：図 8-1-3）

国内のアクセスを分析すると、例年同様に市内からが 26.42%と最も多く、昨年度と比較しても大きな変化は

見られない。（参照：図 8-1-4） 

ユーザーの利用環境としては、モバイル環境からのアクセスの割合が（51.2%→52.4%）とわずかながらも着

実に微増している。昨年度から課題としているモバイル環境からのアクセス性を重視したウェブサイトのリニ

ューアル対応は元より、ユーザーのモバイル環境そのものが変化していることを知り、SNS 運用を含めたウェ

ブサイトの活用検討が必要だと考えられる。（参照：図 8-1-5） 

 年間を通したアクセス推移としては、例年同様「黄金町バザール」に関する情報発表を行った際に上昇する

傾向があった。加えて今年度は「黄金町バザール 201８」会期中に「めざましテレビ」で紹介されたことで飛

躍的にアクセス数が伸びた。（参照：図 8-1-6） 

表 8-1-2 黄金町エリアマネジメントセンターウェブサイト（koganecho.net） 
年間セッション数・アクセス数・ユーザー数 

年 度 セッション数（件） ページビュー数（件） ユーザー数（人）

平成 27年度 101,513 252,411 54,902 

平成 28年度 116,572 292,441 62,608 

平成 29年度 162,182 411,739 78,252 

平成 30年度 140,814 324,553 71,807 

写真 8-1-1 黄金町エリアマネジメントセンター
公式 WEB サイト「koganecho.net」 
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図 8-1-3 黄金町エリアマネジメントセンターウェブサイト（koganecho.net） 
国別アクセスの割合 
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図 8-1-4 黄金町エリアマネジメントセンターウェブサイト（koganecho.net） 
国内・市区町村別アクセスの割合 
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図 8-1-5 黄金町エリアマネジメントセンターウェブサイト（koganecho.net） 
ユーザー利用環境の割合

図 8-1-6 黄金町エリアマネジメントセンターウェブサイト（koganecho.net） 
1年間のページビュー数の推移 

B．メールニュース 

ブラストメールというメール一斉配信サービ

スを活用し、黄金町バザール、黄金町芸術学校、

のきさきアートフェアなどのイベントの他、サポ

ーター活動の募集、レジデンス・アーティストの

活動情報などの情報発信を行っている。（参照：

写真 8-1-7）

登録者数は 1,706 件（前年比+27 件）、配信回

数は計 22 回（前年比-5）となった。月別にみる

と、配信回数の多い月で 4 回、情報量が少ない時

期になると 1 回程度にとどまった。 

今後は配信するコンテンツの充実化、SNS ツ

ールとの配信内容の差別化が求められる。 

図 8-1-7 黄金町エリアマネジメントセンターメールニュース 
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C．SNS（Facebook／Twitter／Instagram／Youtube） 

Facebook、Twitter、Instagram、Youtube において、当 NPO の公式アカウントを持ち、情報発信ツールと

して活用している。 

Facebook は、日常の活動内容の発信および、イベン

ト情報などの拡散ツールとして使用。フォロワーの数

は 4,489 件で、前年度から 312 件増加した。この変化

率は昨年度とほぼ変わらない。フォロワーの属性は女

性が 55%、男性が 44%で、女性の 25〜34 才に属する

人が最も多く、男女ともに 35〜44 才に属する人の割

合が高かった。Facebook は他の SNS ツールより海外

在住のフォロワーが多いことから、日本語と英語を併記することでより記事のエンゲージメントを高めること

ができるかもしれない。

Twitter は、簡易な情報の拡散ツールとして使用。Instagram での投稿をリンクし、投稿頻度を向上させた。

フォロワー数は 4,286 件で前年度から 236 件増加した。フォロワーの属性は女性が 38%、男性が 62%で、日本

語ユーザーがほとんどで、その半分以上が関東圏の人だった。興味関心としてテクノロジー、音楽イベント、

コメディなどをあげる人の割合が高い。

Instagram は、最もカジュアルな情報発信ツールとして、日常の活動風景や展覧会等の催事の様子、まちの風

景などを発信し、1 回の投稿で閲覧される回数は平均して 500〜700 回程度である。今年度のフォロワーの数は

430 件で、前年度から 200 件増加した。そのほとんどは横浜市に住む人であるが、次いで台湾・台北市、東京

都世田谷区、韓国・ソウル市、インドネシア・ジョグジャカルタ市となることから、海外への情報発信ツール

としても活用していくことが期待できる。また、女性が 55%で男性が 45%、25〜34 才がもっとも高く、次い

で 35〜44 才であるという点は、Facebook フォロワーの属性と極めて近い結果となった。 

Youtube は引き続き「黄金町バザール」の期間に活用した。今年度は 2 分程度の参加アーティストのショー

トインタビューを制作したことで、より会場の雰囲気や作品のコンセプトを伝えられるよう工夫した。

写真 8-1-9 Youtube映像のスクリーンショット 
（黄金町バザール 2018参加アーティストインタビュー）

図 8-1-8 黄金町エリアマネジメントセンターの Facebookページ
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D．他の文化施設との広報協力 

横浜創造界隈の文化活動拠点を中心に、全国の文化施設のちらしの配架協力、ポスターの掲示協力を積極的

に行った。スタッフ間の交流の場を不定期で継続しており、広報に関するノウハウの共有や連携につなげてい

る。特に今年度は黄金町 AIR のレジデンス・アーティストに向けた情報提供依頼が多くあり、実際に他の拠点

が企画する来年度の展覧会（主催：象の鼻テラス）に黄金町 AIR のレジデンス・アーティストが参加すること

が決定した。 

8-2.メディア出演・掲載実績

 今年度のメディア掲載実績（海外の媒体を含む）は計 184 件であり、前年度の実績を下回る掲載件数となっ

た。 

 掲載媒体は、ラジオへの出演回数が減少し、テレビへの出演回数が増加した。特に、黄金町バザール 2018

開催期間中のテレビ露出が多く、民放のニュース番組に取り上げられた効果は黄金町バザールの来場者数増加

にも貢献した。このテレビへの出演は、当団体の取組みが雑誌の企画で大きく取り上げられた効果によるもの

だった。 

 これらの大手メディアへの掲載実績による効果もあり、掲載内容は黄金町バザールを取り上げた記事の割合

が高まった。今後はその他の取組みに対しても積極的にプレスリリースを配信するなど力を入れていく必要が

ある。 

表 8-2-1 前年度までとの比較 

年度 新聞 テレビ ラジオ 雑誌 
フリー

ペーパー 
ウェブ その他 合計 

平成 25 年度 20 6 4 10 18 38 4 100 

平成 26 年度 28 12 8 16 12 55 3 133 

平成 27 年度 31 10 8 7 20 94 4 174 

平成 28 年度 35 9 5 5 11 46 13 124 

平成 29 年度 15 6 6 5 11 220 3 266 

平成 30 年度 17 10 1 8 7 134 7 184 

図 8-2-2 掲載媒体について 図 8-2-3 掲載内容について 
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表 8-2-4 メディア掲載リスト 

No. 掲載日 カテゴリ 媒体名 取材内容 

1 2018.4.1 ウェブ Artscape 黄金町 AIR2017 成果展の紹介 

2 2018.4.5 新聞 東京新聞 まちのルールづくり検討委員会の活動紹介 

3 2018.4.6 ウェブ 東洋経済 ONLINE 黄金町エリアマネジメントセンター活動紹介 

4 2018.4.10 新聞 東京新聞 Site-A 企画展：鷲尾展の紹介 

5 2018.4.13 テレビ J:COM Site-A 企画展：鷲尾展の紹介 

6 2018.4.18 ウェブ アット nifty ビジネス 黄金町バザール 2018 作品プラン公募の告知 

7 2018.4.18 ウェブ フレッシュアイ 黄金町バザール 2018 作品プラン公募の告知 

8 2018.4.18 ウェブ eltha（エルザ） 黄金町バザール 2018 作品プラン公募の告知 

9 2018.4.18 ウェブ BEST TIMES 黄金町バザール 2018 作品プラン公募の告知 

10 2018.4.18 ウェブ 暮らしニスタ 黄金町バザール 2018 作品プラン公募の告知 

11 2018.4.18 ウェブ とれまが 黄金町バザール 2018 作品プラン公募の告知 

12 2018.4.18 ウェブ Traicy（トライシー） 黄金町バザール 2018 作品プラン公募の告知 

13 2018.4.18 ウェブ アットダイム 黄金町バザール 2018 作品プラン公募の告知 

14 2018.4.18 ウェブ ORICON NEWS 黄金町バザール 2018 作品プラン公募の告知 

15 2018.4.18 ウェブ STRAIGHT PRESS 黄金町バザール 2018 作品プラン公募の告知 

16 2018.4.18 ウェブ 財経新聞 黄金町バザール 2018 作品プラン公募の告知 

17 2018.4.18 ウェブ ジョルダンニュース！ 黄金町バザール 2018 作品プラン公募の告知 

18 2018.4.18 ウェブ CREA WEB 黄金町バザール 2018 作品プラン公募の告知 

19 2018.4.18 ウェブ 産経ニュース 黄金町バザール 2018 作品プラン公募の告知 

20 2018.4.18 ウェブ iza（イザ！） 黄金町バザール 2018 作品プラン公募の告知 

21 2018.4.18 ウェブ フーズチャンネル 黄金町バザール 2018 作品プラン公募の告知 

22 2018.4.18 ウェブ サンゼロミニッツ 黄金町バザール 2018 作品プラン公募の告知 

23 2018.4.18 ウェブ Infoseek ニュース 黄金町バザール 2018 作品プラン公募の告知 

24 2018.4.18 ウェブ ハピママ* 黄金町バザール 2018 作品プラン公募の告知 

25 2018.4.18 ウェブ OKWAVE Guide 黄金町バザール 2018 作品プラン公募の告知 

26 2018.4.18 ウェブ エキサイトニュース 黄金町バザール 2018 作品プラン公募の告知 

27 2018.4.18 ウェブ SEOTOOLS 黄金町バザール 2018 作品プラン公募の告知 

28 2018.4.18 ウェブ BIGLOBEニュース 黄金町バザール 2018 作品プラン公募の告知 

29 2018.4.18 ウェブ 東洋経済オンライン 黄金町バザール 2018 作品プラン公募の告知 

30 2018.4.18 ウェブ 日刊工業新聞 電子版 黄金町バザール 2018 作品プラン公募の告知 

31 2018.4.18 ウェブ おたくま経済新聞 黄金町バザール 2018 作品プラン公募の告知 

32 2018.4.18 ウェブ PRESIDENT Online 黄金町バザール 2018 作品プラン公募の告知 

33 2018.4.18 ウェブ
JBpress 

（日本ビジネスプレス） 
黄金町バザール 2018 作品プラン公募の告知 
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34 2018.4.18 ウェブ NewsCafe 黄金町バザール 2018 作品プラン公募の告知 

35 2018.4.18 ウェブ 時事ドットコム 黄金町バザール 2018 作品プラン公募の告知 

36 2018.4.18 ウェブ 現代ビジネス 黄金町バザール 2018 作品プラン公募の告知 

37 2018.4.18 ウェブ
ダイヤモンド・オンライ

ン 
黄金町バザール 2018 作品プラン公募の告知 

38 2018.4.18 ウェブ ニコニコニュース 黄金町バザール 2018 作品プラン公募の告知 

39 2018.4.18 ウェブ ウレぴあ総研 黄金町バザール 2018 作品プラン公募の告知 

40 2018.4.18 ウェブ 朝日新聞デジタル＆M 黄金町バザール 2018 作品プラン公募の告知 

41 2018.4.20 新聞 読売新聞 
黄金町のまちづくりを講義の課題としたドイ

ツの大学の取り組み紹介

42 2018.4.23 
ウェブ

（台湾） 

樂吃購！日本

TRAVELGUIDE 

アートのまち黄金町と台湾からのレジデンス

アーティストを紹介

43 2018.5.19 新聞 産経新聞 高架下を中心としたまちづくりについて紹介 

44 2018.6.20 雑誌 美術の窓 山野真悟事務局長寄稿文 

45 2018.7.1 その他 YOKOHAMA 商工季報 黄金町のアートによるまちづくりを紹介 

46 2018.7.15 
フリー

ペーパー 

横浜市民ギャラリー 

「ヨコハマ・ 

ギャラリー・マップ」 

黄金町エリアマネジメントセンターの紹介 

47 2018.7.31 ウェブ ジョルダンニュース！ 黄金町バザール 2018 の告知 

48 2018.7.31 ウェブ アット nifty ビジネス 黄金町バザール 2018 の告知 

49 2018.7.31 ウェブ フレッシュアイ 黄金町バザール 2018 の告知 

50 2018.7.31 ウェブ とれまが 黄金町バザール 2018 の告知 

51 2018.7.31 ウェブ BEST TIMES 黄金町バザール 2018 の告知 

52 2018.7.31 ウェブ エキサイトニュース 黄金町バザール 2018 の告知 

53 2018.7.31 ウェブ eltha（エルザ） 黄金町バザール 2018 の告知 

54 2018.7.31 ウェブ ORICON NEWS 黄金町バザール 2018 の告知 

55 2018.7.31 ウェブ マピオンニュース 黄金町バザール 2018 の告知 

56 2018.7.31 ウェブ iza（イザ！） 黄金町バザール 2018 の告知 

57 2018.7.31 ウェブ BIGLOBEニュース 黄金町バザール 2018 の告知 

58 2018.7.31 ウェブ 日刊工業新聞 電子版 黄金町バザール 2018 の告知 

59 2018.7.31 ウェブ 産経ニュース 黄金町バザール 2018 の告知 

60 2018.7.31 ウェブ CREA WEB 黄金町バザール 2018 の告知 

61 2018.7.31 ウェブ おたくま経済新聞 黄金町バザール 2018 の告知 

62 2018.7.31 ウェブ STRAIGHT PRESS 黄金町バザール 2018 の告知 

63 2018.7.31 ウェブ Cube ニュース 黄金町バザール 2018 の告知 

64 2018.7.31 ウェブ アットダイム 黄金町バザール 2018 の告知 
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65 2018.7.31 ウェブ Infoseek ニュース 黄金町バザール 2018 の告知 

66 2018.7.31 ウェブ SEOTOOLS+C38 黄金町バザール 2018 の告知 

67 2018.7.31 ウェブ サンゼロミニッツ 黄金町バザール 2018 の告知 

68 2018.7.31 ウェブ NewsCafe 黄金町バザール 2018 の告知 

69 2018.7.31 ウェブ ハピママ* 黄金町バザール 2018 の告知 

70 2018.7.31 ウェブ 暮らしニスタ 黄金町バザール 2018 の告知 

71 2018.7.31 ウェブ OKWAVE Guide 黄金町バザール 2018 の告知 

72 2018.7.31 ウェブ ウレぴあ総研 黄金町バザール 2018 の告知 

73 2018.7.31 ウェブ Traicy（トライシー） 黄金町バザール 2018 の告知 

74 2018.7.31 ウェブ
読売新聞（YOMIURI 

ONLINE） 
黄金町バザール 2018 の告知 

75 2018.7.31 ウェブ PRESIDENT Online 黄金町バザール 2018 の告知 

76 2018.7.31 ウェブ 東洋経済オンライン 黄金町バザール 2018 の告知 

77 2018.7.31 ウェブ 日本ビジネスプレス 黄金町バザール 2018 の告知 

78 2018.7.31 ウェブ 現代ビジネス 黄金町バザール 2018 の告知 

79 2018.7.31 ウェブ 時事ドットコム 黄金町バザール 2018 の告知 

80 2018.8.14 テレビ
J:COM 

「デイリーニュース」 

打ち水大作戦とのきさきアートフェア 

開催レポート 

81 2018.8.18 雑誌 秋ぴあ 2018 首都圏版 黄金町バザール 2018 の告知 

82 2018.8.30 新聞 神奈川新聞 イクタケマコト制作ポスターの紹介

83 2018.8.30 新聞 東京新聞 イクタケマコト制作ポスターの紹介

84 2018.8.30 テレビ
テレビ朝日

「テレ朝 news」
イクタケマコト制作ポスターの紹介

85 2018.9.1 その他 広報よこはま中区版 黄金町バザール 2018 の告知 

86 2018.9.1 
フリー

ペーパー 
地域創造レター 黄金町バザール 2018 の告知 

87 2018.9.1 新聞 読売新聞 イクタケマコト制作ポスターの紹介

88 2018.9.1 新聞 読売新聞 
鈴木ゼミ黄金町班の活動と 

黄金町のアートによるまちづくりを紹介 

89 2018.9.13 ウェブ 創造都市横浜 黄金町バザール 2018 の告知 

90 2018.9.21 新聞 沖縄タイムス 黄金町バザール 2018（PIN-UP）の告知 

91 2018.9.21 ウェブ 沖縄タイムス＋プラス 黄金町バザール 2018（PIN-UP）の告知 

92 2018.9.21 ラジオ
ニッポン放送

「ようこそ横浜」
黄金町バザール 2018 の告知 

93 2018.9.21日 テレビ
J:COM 

「デイリーニュース」 
黄金町バザール 2018 の開催レポート 
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94 2018.9.22 新聞 東京新聞 黄金町バザール 2018 の開催レポート 

95 2018.9.23 ウェブ ヨコハマ経済新聞 黄金町バザール 2018 の開催レポート 

96 2018.9.26 ウェブ THE SANKEI NEWS イクタケマコト制作ポスターの紹介

97 2018.9.27 ウェブ THE SANKEI NEWS イクタケマコト制作ポスターの紹介

98 2018.9.27 テレビ
テレビ神奈川

「NewsLink」
黄金町バザール 2018 の開催レポート 

99 2018.9.29 
フリー

ペーパー 
サンケイリビング 黄金町バザール 2018 の紹介 

100 2018.10.1 その他 広報よこはま南区版 黄金町バザール 2018 の告知 

101 2018.10.1 その他 
京浜急行電鉄広報誌 

「なぎさ」 
黄金町レジデンスアーティストの紹介 

102 2018.10.1 新聞 神奈川新聞 黄金町バザール 2018 の開催レポート 

103 2018.10.2 新聞 毎日新聞 黄金町バザール 2018 の開催レポート 

104 2018.10.2 ウェブ 毎日新聞 黄金町バザール 2018 の開催レポート 

105 2018.10.3 雑誌 東京人 黄金町エリアマネジメントセンター活動紹介 

106 2018.10.4 ウェブ カナロコ 黄金町バザール 2018 の開催レポート 

107 2018.10.4 ウェブ Tokyo Art Beat 黄金町バザール 2018 の開催レポート 

108 2018.10.5 雑誌 週刊金曜日 
黄金町バザール 2018（スピーク・クリプティ

ック作品）の開催レポート 

109 2018.10.8 テレビ
TOKYO MX 

「5 時に夢中」 
黄金町バザール 2018 の告知 

110 2018.10.10 テレビ 日本テレビ「スッキリ」 黄金町バザール 2018 の告知 

111 2018.10.11 テレビ テレビ神奈川 黄金町バザール 2018 の開催レポート 

112 2018.10.12 新聞 産経新聞 黄金町バザール 2018 の開催レポート 

113 2018.10.12 ウェブ THE SANKEI NEWS 黄金町バザール 2018 の開催レポート 

114 2018.10.15 ウェブ 週刊金曜日オンライン 
黄金町バザール 2018（スピーク・クリプティ

ック作品）の開催レポート 

115 2018.10.15 ウェブ

AllAbout 

公式ガイドブログ 

「横浜ウォッチャー」 

黄金町バザール 2018 の開催レポート 

116 2018.10.17 ウェブ 47NEWS 黄金町バザール 2018 の開催レポート 

117 2018.10.18 
フリー

ペーパー 
タウンニュース南区版 黄金町バザール 2018 の開催レポート 

118 2018.10.19 ウェブ Mart Community Blog 黄金町バザール 2018 の告知 

119 2018.10.19 ウェブ フレッシュアイ 黄金町バザール 2018 の告知 

120 2018.10.19 ウェブ 東洋経済オンライン 黄金町バザール 2018 の告知 
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121 2018.10.19 ウェブ アットダイム 黄金町バザール 2018 の告知 

122 2018.10.19 ウェブ NewsCafe 黄金町バザール 2018 の告知 

123 2018.10.19 ウェブ ニコニコニュース 黄金町バザール 2018 の告知 

124 2018.10.19 ウェブ eltha（エルザ） 黄金町バザール 2018 の告知 

125 2018.10.19 ウェブ OKWAVE Guide 黄金町バザール 2018 の告知 

126 2018.10.19 ウェブ Traicy（トライシー） 黄金町バザール 2018 の告知 

127 2018.10.19 ウェブ 時事ドットコム 黄金町バザール 2018 の告知 

128 2018.10.19 ウェブ アット・nifty ビジネス 黄金町バザール 2018 の告知 

129 2018.10.19 ウェブ 日刊工業新聞 電子版 黄金町バザール 2018 の告知 

130 2018.10.19 ウェブ PRESIDENT Online 黄金町バザール 2018 の告知 

131 2018.10.19 ウェブ BIGLOBEニュース 黄金町バザール 2018 の告知 

132 2018.10.19 ウェブ おたくま経済新聞 黄金町バザール 2018 の告知 

133 2018.10.19 ウェブ
JBpress 

（日本ビジネスプレス） 
黄金町バザール 2018 の告知 

134 2018.10.19 ウェブ STRAIGHT PRESS 黄金町バザール 2018 の告知 

135 2018.10.19 ウェブ iza（イザ！） 黄金町バザール 2018 の告知 

136 2018.10.19 ウェブ CREA WEB 黄金町バザール 2018 の告知 

137 2018.10.19 ウェブ 現代ビジネス 黄金町バザール 2018 の告知 

138 2018.10.19 ウェブ
ダイヤモンド・オンライ

ン 
黄金町バザール 2018 の告知 

139 2018.10.19 ウェブ ReseMom（リセマム） 黄金町バザール 2018 の告知 

140 2018.10.19 ウェブ Infoseek ニュース 黄金町バザール 2018 の告知 

141 2018.10.19 ウェブ サンゼロミニッツ 黄金町バザール 2018 の告知 

142 2018.10.19 ウェブ エキサイトニュース 黄金町バザール 2018 の告知 

143 2018.10.19 ウェブ とれまがニュース 黄金町バザール 2018 の告知 

144 2018.10.19 ウェブ ジョルダンニュース！ 黄金町バザール 2018 の告知 

145 2018.10.19 ウェブ Milly（ミリー） 黄金町バザール 2018 の告知 

146 2018.10.19 ウェブ
BEST TIMES（ベストタ

イムズ）
黄金町バザール 2018 の告知 

147 2018.10.19 ウェブ SEOTOOLS 黄金町バザール 2018 の告知 

148 2018.10.19 ウェブ 暮らしニスタ 黄金町バザール 2018 の告知 

149 2018.10.19 ウェブ 産経ニュース 黄金町バザール 2018 の告知 

150 2018.10.19 ウェブ ハピママ* 黄金町バザール 2018 の告知 

151 2018.10.19 ウェブ ウレぴあ総研 黄金町バザール 2018 の告知 

152 2018.10.19 ウェブ ORICON NEWS 黄金町バザール 2018 の告知 

153 2018.10.19 ウェブ 財経新聞 黄金町バザール 2018 の告知 
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154 2018.10.19 ウェブ LINE NEWS 黄金町バザール 2018 の告知 

155 2018.10.19 ウェブ マピオンニュース 黄金町バザール 2018 の告知 

156 2018.10.19 ウェブ Cube ニュース 黄金町バザール 2018 の告知 

157 2018.10.23 ウェブ MilK Japon 黄金町バザール 2018 の告知 

158 2018.10.25 テレビ
フジテレビ

「めざましテレビ」
黄金町バザール 2018 の開催レポート 

159 2018.11.2 新聞 東京新聞 谷口安利会長インタビュー 

160 2018.11.4 雑誌 おとな旅プレミアム横浜 アートスポットとして黄金町を紹介

161 2018.12.7 その他 
神奈川大学広報誌

「JINDAI STYLE」 

黄金町のまちづくり、アートブックバザールの

紹介 

162 2018.12.10 その他 ちくま新書 黄金町のまちづくり紹介 

163 2018.12.21 雑誌 美術手帖 黄金町芸術学校の紹介 

164 2019.1.13 ウェブ
プレジデント・オンライ

ン 
黄金町のまちづくり紹介 

165 2019.1.17 ウェブ ヨコハマアートナビ アイムヒア プロジェクト展 告知

166 2019.2.1 
フリーペ

ーパー
ヨコハマアートナビ アイムヒア プロジェクト展 告知

167 2019.2.1 その他 
日本生命広報誌 

「経営情報」 

黄金町エリアマネジメントセンターの活動紹

介（竹内理事長インタビュー） 

168 2019.2.15 雑誌 COLOR+横浜 黄金町アートブックバザールの紹介 

169 2019.2.15 ウェブ
MdN DESIGN 

INTERACTIVE 
アイムヒア プロジェクト展 告知

170 2019.2.16 ウェブ 美術手帖 アイムヒア プロジェクト展 告知

171 2019.2.16 新聞 朝日新聞 アイムヒア プロジェクト展 開催レポート

172 2019.2.16 ウェブ 朝日新聞 アイムヒア プロジェクト展 開催レポート

173 2019.2.18 雑誌 AERA アイムヒア プロジェクト展 告知

174 2019.2.18 ウェブ AERA dot. アイムヒア プロジェクト展 告知

175 2019.2.19 ウェブ artspace アイムヒア プロジェクト展 開催レポート

176 2019.2.20 新聞 東京新聞 アイムヒア プロジェクト展 開催レポート

177 2019.2.20 ウェブ 東京新聞 アイムヒア プロジェクト展 開催レポート

178 2019.2.22 ウェブ ヨコハマ経済新聞 アイムヒア プロジェクト展 開催レポート

179 2019.2.22 新聞 新聞 アイムヒア プロジェクト展 開催レポート

180 2019.2.22 ウェブ ウェブ アイムヒア プロジェクト展 開催レポート

181 2019.2.25 テレビ NHK「おはよう日本」 アイムヒア プロジェクト展 開催レポート

182 2019.3.19 
フリー

ペーパー 
SUUMO マガジン 黄金町アートブックバザールの紹介 
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183 2019.3.21 
フリー

ペーパー 
タウンニュース 黄金町 AIR2018 成果展の開催レポート 

184 2019.3.22 ウェブ NHK WORLD アイムヒア プロジェクト展 開催レポート

8-3．視察対応実績

 平成 30 年度の視察件数は計 33 件で、総訪問人数は 424 名だった。今年度から視察受入をパッケージ化し、

有料としたことで、希望団体が減少したとみられる。変わらず海外（特に韓国）からの視察希望が多くあるた

め、韓国語の資料制作が急務である。 

表 8-3-1 前年度との比較 

年度 国内 海外 国内・海外 合計 

平成 24 年度 31 件 10 件 - 41 件 

平成 25 年度 36 件 19 件 - 55 件 

平成 26 年度 42 件 28 件 1 件 71 件 

平成 27 年度 41 件 29 件 - 70 件 

平成 28 年度 27 件 15 件 4 件 46 件 

平成 29 年度 43 件 23 件 2 件 68 件 

平成 30 年度 18 件 14 件 1 件 33 件 

表 8-3-2 視察対応実績 

No. 日付 団体名・訪問者名 国・地域 人数（名） 

1 2018.4.2 アンスティチュ・フランセ（館長・職員） 神奈川 2 

2 2018.5.12 地理教育研究会 東京・神奈川 33 

3 2018.5.12 女子美術大学（中野仁詞さん教員授業） 神奈川 21 

4 2018.5.12 
東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科 

アートプロデュース専攻
東京 6 

5 2018.5.28 忠北女性連帯団体 韓国 16 

6 2018.6.5 日本写真芸術専門学校 総合写真研究科 2 年 東京 13 

7 2018.6.14 韓国国土研究院、文化観光局 韓国 7 

8 2018.6.14 飯能市職員、横浜高速鉄道職員 埼玉・神奈川 4 

9 2018.6.22 沖縄県恩納村安富祖公民館自治会 沖縄 16 

10 2018.6.27 横浜市交通局能力開発センター 神奈川 8 

11 2018.7.5 
韓国女性家族部・児童女性安全地域連帯 

中央支援センター、都市整備局 
韓国 20 

12 2018.7.5 横浜美術大学・映像メディアデザイン科 神奈川 5 
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８．広報 

（本間純さん教員授業） 

13 2018.7.8 東京大学関係のまちづくりグループ 東京 5 

14 2018.7.10 
タイ・チュラロンゴン大学 

建築学部都市計画学科 
タイ 36 

15 2018.8.11 公益財団法人海外日系人協会 南米 30 

16 2018.8.14 文化観光局インターンシップ 神奈川 3 

17 2018.8.15 ソウル特別市市議会議員 韓国 3 

18 2018.8.22 中区役所インターンシップ 神奈川 4 

19 2018.8.28 横浜市政策研究大学院生インターンシップ 神奈川 2 

20 2018.8.29 韓国京畿道と市の公務員 韓国 17 

21 2018.8.30 
若葉町ウォーフ「波止場ワークショップ」 

参加者 

中国 

シンガポール 

インドネシア 

東京・埼玉 

20 

22 2018.9.11 都市再生機構震災復興支援室 神奈川 8 

23 2018.9.14 
カール・ポランニー・インスティテュート・ア

ジア 
韓国 4 

24 2018.10.21 首都大学東京 2018 年度後期「美術博物館実習」 東京 10 

25 2018.11.1 韓国プサン市影島区（YEONGDO)議会 韓国 13 

26 2018.11.2 
パシフィックコンサルタンツ(株）総合プロジ

ェクト部 都市・地域戦略室 
東京 5 

27 2018.11.8 光州広域市 西区庁 都市計画課 韓国 15 

28 2018.11.21 韓国文化研究員の担当者及び研修生、他 韓国 37 

29 2019.1.16 墨田区役所 東京 7 

30 2019.1.28 韓国仁川大学大学生 韓国 25 

31 2019.2.18 四ツ木駅周辺地域街づくり協議会 東京 15 

32 2019.2.18 Creative Scotland イギリス 3 

33 2019.3.20 韓国京畿道、都市再生事業のグループ 韓国 11 
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８．広報 

8-4．外部講演（プレゼンテーション）実績

招待を受けて黄金町の取組みについてプレゼンテーションをした機会は計 3 回だった。内、1 件は海外だっ

た。講演依頼としての件数は減ったものの、今年度は韓国の美術館で、活動紹介の展示を行う機会を得た。（参

照：3-5．韓国慶南道立美術館） 

今後プレゼンテーションの形式も多様化していくことが予想される。 

表 8-4-1 前年度との比較 

年度 国内 海外 合計 

平成 25 年度 3 件 2 件 5 件 

平成 26 年度 4 件 2 件 6 件 

平成 27 年度 6 件 2 件 8 件 

平成 28 年度 5 件 1 件 6 件 

平成 29 年度 4 件 4 件 8 件 

平成 30 年度 2 件 1 件 3 件 

表 8-4-2 外部講演実績 

No. 日付 招待者・訪問先 国・地域 対応 

1 2018.4.25 横浜市立東小学校 神奈川 谷口 

2 2018.6.23 

Taiwan Art Space Alliance 

Art Space Survival Kit: 2018 Annual Conference for the 

Artist Village Alliance of Taiwan 

台湾 山野 

3 2018.6.30 
国際交流基金主催シンポジウム 

「地球市民賞公開シンポジウム ～多様な文化の共生～」 
兵庫 山野 
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9．メディア掲載

127



９．メディア掲載 

2018 年 4 月 10 日 東京新聞 

2018 年 9 月 1 日 読売新聞 
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９．メディア掲載 

2018 年 10 月 1 日 神奈川新聞 
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９．メディア掲載 

2018 年 10 月 3 日 東京人 
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９．メディア掲載 

2018 年 12 月 7 日 JINDAI STYLE（神奈川大学広報誌） 
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９．メディア掲載 

2019 年 3 月 21 日 タウンニュース 
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