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2013 年事業報告概要 

 

平成 25 年度の事業報告をまとめるにあたって、まず今回の報告書の内容が事業計画の章立てに

沿って構成されており、事業単位にはなっていないことをお断りしておく。そのため、事業の

全体像を捉えるには不便な部分もあるので、この概要説明では出来るだけ事業単位に基づいて

記述することにした。 

 

黄金町バザールの開催は 6 回目を迎えた。これまでとの最も大きな違いはアジアとの関係をよ

り強く打ち出したこと、そして初黄日商店会を窓口として地域との連携を深めたことである。 

アーティストの選考にあたって、各地のアートスペースの代表者や、美術館関係者に複数のア

ーティストの推薦を依頼し、その中からアーティストの選考を行なった。また同時に国内外に

向けた公募を行ない、この二通りの方法で選ばれた全 16 組のアーティストが制作と発表を行な

った。内容的には建物全体を活かしたインスタレーション的なタイプの作品が多かった。 

初黄日商店会との連携は週末の出店イベント開催や、各参加店舗のチケット（パスポート）特

典の提供、チケット販売の協力等々に及び、チケットの売り上げの一部が商店会に還元された。 

 

AIR 事業はこの 1 年間の活動を通して、ようやく「AIR のまち黄金町」の名前を国内外に広め

ることが出来たと思う。利用希望者は常時拡大方向にあり、また特に最近は知名度の高いアー

ティストの利用が増加しており、それが黄金町の AIR 事業全体のイメージアップにもつながっ

ている。 

今後の課題は施設規模が小さいために大型作品の制作に対応出来ないこと、また AIR の需要に

対して供給の方が慢性的に不足がちになっていることである。 

施設の規模や設備面のレベルアップと数の拡大が求められているが、これについては地域の理

解と協力なくしては先へ進めない段階に来ていると考えられる。 

 

アーティスト支援事業としては AIR 事業の他に、実験的に高架下スタジオのサイト-A ギャラリ

ーをアーティストの自主企画会場として無償提供を行なった。アーティストが多額の費用負担

をせずに作品の発表が出来る機会として多くのアーティストに利用された。今後も継続する方

向で検討している。 

 

毎月第2日曜日に開催して来たワンデイバザールは地域の出店とフリーマーケット、まち歩き、

子どもたちのためのワークショップを定番の内容として続けて来たが、アーティストの参加の

減少とフリーマーケットが占める割合の拡大によって当初の主旨からやや離れていく傾向にあ
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ったので、年度末から『のきさきアートフェア』と改称し、よりアート色を強め、また出店者

のレベルアップを図るなど、新しい方向性への切り替えを行なった。 

 

黄金町芸術学校は年間を通したプログラムを前年度中に準備し、広報を前期、後期に分けて行

なった。実技講座は黄金町を拠点とするアーティストが講師になり、地域及び近隣の人たちの

ための体験講座として開講した。アーティストと地域の出会いの機会であり、またアーティス

トにとっては講師として収入を得る機会になった。座学は前年度同様 3 クラスを組んだが、ア

ートプロジェクトについてはアートマネジメントのクラスに変更し、多彩なゲスト講師陣によ

るリレー式の授業を行った。特に後半は聞くだけの授業ではなく、生徒が積極的に発言する授

業スタイルに切り替えた。生徒の一部はインターンとして NPOの業務を体験することになって

いる。 

 

安心・安全のまちづくりは高架下スタジオ A,B,C,D,及びかいだん広場の活用が定着したことに

よって、高架下周辺については大きく前進した。しかし事業計画にあげたマスタープランの原

案のうち、平戸桜木道路についてはほぼ進展は見られず、店舗の減少とワンルームマンション

の増加など、むしろ状況としては後退していると考えられる。防犯パトロールなどの日常的な

取り組みの積み重ねとともに、地域の将来を見据えた中・長期的な計画の立案が必要な時期が

来ている。そしてそのためには地域、行政、警察、大学、NPO の緊密な連携が今後も継続され

なければならない。 

 

広報についてはホームページの英語表記などにまだ多くの課題を残している。 

その他の媒体についても国内外に向けた情報発信を効率的に行なう上で改善すべきところが多

い。まちづくりニュースは 6 ページ構成が定着し、地域向けの情報源としての役割を果たして

いる。また来街者にとっては街の案内としてマップが活用されているようだ。 

 

 

最近の現象として自主的に黄金町周辺に拠点を構えるアーティストが徐々に増えつつあり、ま

た知名度のあるアーティストが NPOの管理するスタジオを利用する機会も多くなって来た。こ

れらの現象は「黄金町」の名前がブランドとして国内外に浸透しつつあるということを証明し

ていると思う。 

しかし現在の NPOの施設や地価がそれほど安くないという現在の街の状況では、規模の大きな

要望に対して応えられないという課題もすでに生まれつつある。これは黄金町だけではなく全

市的なレベルで受け入れの体制を作る、あるいは再構築することが必要であると考える。 
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一方で、NPO の力だけではどうにも出来ない不気味な変化がこの街で進行していることはすで

に覆い隠せない。 

各セクションのより緊密な協力関係と、とりわけ地域の人たちの強い自覚がさらに求められて

いると考える。 
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2.文化芸術を通じた国内外への魅力発信 
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2-1. 黄金町バザール 2013 

2-1-1．企画趣旨 

 これまで約2~3ケ月間のアーティスト・イン・レジデンスの成果を黄金町バザールで発表を行

う形式で、黄金町独自のスタイルを明確化してきたが、次の段階として、アジアにおいて芸術

文化を発信及びリードする拠点として形成することが、今後の課題であった。 

 まず、2012年に海外公募を始めたことを手がかりとして、2013年は更に、国内外のアート

関係団体と連携を取りつつ、関係者に黄金町バザールに参加するアーティストの選定に関わっ

てもらう仕組みを作り上げた。 

 アジアの6カ国（日本、台湾、インドネシア、タイ、フィリピン、ベトナム）7都市（東京都、

宮城県、台北、ジョグジャカルタ、チェンマイ、マニラ、ホーチミン）から、独自のアートプ

ロジェクトを実践しているアート関係団体の協力のもと、アーティストの候補を推薦してもら

い、その中から最終的な審査を通して参加アーティストを選出したのである。 

 国内外のアート関係団体との連携はそれに留まらず、会期中に、推薦に関わった関係者（デ

ィレクター、キュレーター、リサーチャーなど）とアーティストが一堂に集まり、国際シンポ

ジウムを開催するに至った。 

 国際シンポジウム「Alternative Route: 迂回路」は、地域との国際交流を推進し、アーティ

スト・イン・レジデンス事業（AIR）を軸に活動している実践者たちが集まる場となった。アー

ティストやキュレーターとのネットワーク作りに積極的に取り組んできたことを共通の背景に

しながら、「AIRの在り方：文脈の異なる場所で活動すること」、「アジアのアートの現在」を

テーマに2日間開催された。 

 また、この国際シンポジウムは、様々な文化圏におけるネットワークを拡大、発展させ、多

文化的な視点を取り入れたアートの共同実践の場としての可能性を探る試みであった。 

 展覧会の構成は、前年度の参加アーティストが33組だったことに対し、16組に減ったことで

全体的な規模は縮小したが、作品が複数の会場に展開することで、最低限のバランスを保ち、

また、国内外アート関係団体推薦のアーティスト、公募、ゲストアーティストが入り混じり、

特色のある展覧会となったと考える。 

 なお、平成26年度に開催が決まった横浜トリエンナーレと同時に開催される「黄金町バザー

ル2014」は、ネットワークの規模をより拡大した国際美術展として展開していく予定である。 
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2-1-2．開催概要 

タイトル 黄金町バザール 2013：アートで歩くまちの足跡 

期間 2013 年 9 月 14 日(土)-11 月 24 日(日) 

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、既存の店

舗、屋外、他 

開場時間 11:00～19:00 

休場日 月曜日（祝日の場合は翌火曜日） 

入場料 会期中有効のフリーパス 

前売り：500 円／当日：700 円（中学生以下無料） 

主催 認定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、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 

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、日ノ出町駅前 A地区市街地再開発組合、Kogane-X Lab.運営委員会、公

立大学法人横浜市立大学、KUNCI Cultural Studies Center、98B COLLABoratory、

Chiang Mai Art Collective、關渡美術館、ZeroStation、Art Center Ongoing、日和ア

ートセンター、A4当代芸術中心、ヨコハマ創造都市センター 

特別協力 初黄日商店会 

助成 平成 25 年度文化庁文化芸術の海外発信拠点形成事業 

 

2-2. 前年度との比較 

A. 会期 

 平成 24 年度と同様に、今年度も「黄金町バザール 2013」単独で開催された。また、2012

年度は本展開催前にプレイベントが行われたが、今年度はプレイベントを行っていない。 

 

 

平成 24 年度：プレイベント｜9月 7日（金）～10 月 8 日（月） 

      本展｜10 月 19 日（金）～12 月 16 日（日）【計 59 日間（休場日 8日間）】 

平成 25 年度：9月 14 日（土）～11 月 24 日【（日）計 62 日間（休場日 10 日間）】 
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B. 来場者数 

来場者数は 14,409 人で、前年度の 20,760 人より約 30％減少している。その理由は、プレイ

ベント期間がなかったことが主な要因として考えられる。 

 

C. 参加アーティスト数 

 「黄金町バザール 2013」の参加アーティストは、以下の 3つの方法を通して選定された。 

a）選定１：国内外アート関係団体による推薦アーティスト 

国内外アート関係団体による推薦形式を通して 7 組が選ばれた。各団体のディレクター、キュ

レーター、リサーチャーなど、関係者により 3 組ずつの候補が上がり、その中から 1 組を選考

した。 

 

b）選定２：公募 

公募形式を通して国内 3組、海外 2組が選ばれた。応募者数は、国内が 99 組、海外が 45 組の

合計 144 組であり、前年度の 131 組に比べ、13 組増えている。アーティストの選出は、書類

審査および必要に応じて面接を行った。審査員には、美術ジャーナリストの村田真氏、東京オ

ペラシティアートギャラリーチーフキュレーターの堀元彰氏、NPO からディレクターの山野真

悟、キュレーターの平野真弓氏が務めた。 

 

c）選定 3：ゲスト 

ゲストアーティストとして 4組のアーティストが招待された。 

 

表 2-1 前年度と比較した参加アーティスト数 

 国 内 海 外 

平成 24 年度 26 組（うち公募 9組、黄金町の長期

レジデンスアーティスト 11 組） 

7 組（うち公募 6組） 

平成 25 年度 7 組（うち国内外アート関係団体によ

る推薦 2組、公募 3組、ゲスト 2組） 

9 組（うち国内外アート関係団体による

推薦 5組、公募 2組、ゲスト 2組） 

 

  

平成 24 年度：20,760 人 

平成 25 年度：14,409 人【前年度比 6,351 人減】 
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2-3. アーティストの作品と制作過程 

A. 国内外アート関係団体による推薦アーティスト 

※順不同 

※下記は、アーティスト名（出身国／現在の活動拠点都市）順で明記している。 

a) タイ・ハンホン（台湾／台北） 

 善と悪、現在と過去、相反するようにみえ

る二つの価値を、タイ・ハンホンは複合的な

目で捉える。「境界」を探求する彼は、今回の

作品において、黄金町の建物のもつ歴史の層

に目を向けた。1 階ではその壁をあえて切り

抜き、奥に蓄積された建物の歴史を観客に突

きつける。2 階では本来建物を分断する壁を

ドアに変容させ、きれいな部屋の奥にひそむ、

改修の手が届いていない部屋へと観客を誘っ

た。すべての仕掛けは、建物の廃材と彼がつ

くった「金」とのバランスで成り立ち、それ

らは相反するようにみえる二つの価値を象徴

する。 

 

 

b) ウォック・ザ・ロック（インドネシア／ジョグジャカルタ） 

 ウォック・ザ・ロックは、2012 年度「横浜・

ジョグジャカルタ国際交流プログラム」を通し

て一度黄金町で滞在を経験し、今回は 2回目の

来日となる。1回目のレジデンスで彼は、すで

にリサーチやイベントの開催から試行錯誤を

重ね、今展に向けて《ヨーヨ・アート・バー》

を提案した。街のアーティスト、商店の人、住

民など多様な文化や異なる背景を持つ、あらゆ

る人が交流する場所として、「共有」の場を提

供した。実際、彼の滞在中は、映像の上映会、

音楽ライブ、トークなど、毎日のようにイベン

トを通じた交流が行われた。 

図 2-3-1《One Piece》 

図 2-3-2《ヨーヨー・アート・バー》 
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c) ファン・カン（ベトナム／ホーチミン） 

 2 期に渡る展覧会を行った。前半は、過去の

作 品 で あ る 3 つ の 写 真 シ リ ー ズ の

《Space-Limit》、《self-portrait》、《the diary 

of farmers》が展示され、後半は、ベトナム

と日本で作られ、約 600 年の間海に沈んでい

たと言われる二つの陶器を素材に、写真、記録

映像、実物の陶器のインスタレーションによる

空間を作り上げた。 

 中央に置かれた砂山は、ベトナムと日本の海

砂からなり、地球を象徴するような円形をして

いる。その中に埋もれた陶器は、海の中に沈ん

でいた長い年月とその静けさを思わせると同

時に、両者が埋まっていたのは、文化も政治も

民族も意味をなさないひとつながりの海であ

った、という事実を私たちに突きつけたのであ

る。 

 

d) ジョーイ・コブコボ（フィリピン／マニラ） 

 おじいさん、おばあさんは社会の根っこ。そ

う話すジョーイ・コブコボは、母国フィリピン

で継続的に行っているローラ・プロジェクトを、

黄金町でも発展的に実施した。「ローラ」とは

タガログ語で「おばあさん」を意味し、彼はロ

ーラ・プロジェクトの中で 113 人のおばあさ

んへのインタビューを成し遂げ、その映像を、

ポートレート作品とともに記録することを試

みた。 

 黄金町では 13 人のおじいさん、おばあさん

にインタビューを行い、彼らの人生や先代から

の教訓が映像とポートレート作品をおさめ展

示した。 

 

図 2-3-3 展示の風景 

 

図 2-3-4《GRAND: Ojisan /Obasan》 
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e) 臼田香織（日本／宮城） 

 場所が持つ歴史や特性に興味を持った臼

田香織は、3つの部屋に異なる彫刻作品を置

くことで、一連の恋物語を創造した。また、

作品と場所の関係性を強く意識し、展示会場

の改修工事の設計段階から関わった。 

 

 

 

 

f) 和田昌宏（日本／東京） 

 黄金町に対する作家自身の解釈を、象徴的

なものに置き換えて表現した作品。最初に彼

は巨大な木を切り倒し、その木を輪切りにし

てトラックで黄金町まで運び込み、さらにそ

れを小さな薪に作る過酷な肉体労働を継続

した。次に薪は燃料としてストーブの中に入

れられ、その熱エネルギーは会場を暖め、ス

トーブの上に置かれた笛吹きケトルの水を

沸騰させる。それが水蒸気となり、音に変容

していった。実際置かれていたストーブは、

このような循環を生々しく観客に見せるだ

けでなく、人間の五感を最大に働かせるよう

に手がけていた。そして、彼自身の腕を蚊に

吸わせる映像は、血液により観客とつながろ

うとする関係性を示していた。 

 

 

 

 

 

 

図 2-3-5 展示風景 

図 2-3-6《A Song For My Son》 

 

015



g) トーラープ・ラープジャロエンスック（タイ／チェンマイ） 

 トーラープ・ラープジャロエンスックは今回

の作品で、アートと場所の隠れた関係性に注目

した。普段、アーティスト同士の交流が積極的

に行われるアーティスト・イン・レジデンス事

業において、場所と場所とのアクティブな交流

とは可能なのだろうか。そんな問いから今回の

プロジェクトは動き出した。タイ・チェンマイ

にある自分のギャラリーと日本・黄金町にある

車庫をそっくり入れ替えた本作品の過程では、

チェンマイと黄金町現地の補助スタッフによ

る技と技の交換がなされ、さらに会期中会場に

置かれたモニターでは観客同士の交流が行わ

れた。彼の黄金町とチェンマイでの今回の実績

によって「ここ」と「あそこ」の様々な要素が

交錯し、新たな可能性として立ち現れた。 

 

B. 公募アーティスト 

a) off-Nibroll [高橋啓祐・矢内原美邦]（日本／東京、横浜） 

 大きな自然の流れの中に自分たちの身体が

置かれている、という状況に注目する

off-Nibroll は、今回 4 つの映像インスタレー

ションを発表している。世界の人口にあたる約

71 億、世界の核弾頭約 17000 個、世界の原

子力発展所約 596 カ所、世界の絶滅危惧種約

18351 種類のそれぞれの数をカウントダウン

し、数字が 0になる瞬間、矢内原美邦によるパ

フォーマンス映像がオルゴールの音楽とともに

表れる。しばらくしてパフォーマンスが終わる

と、また数字のカウントダウンが始まるのだ。

しかし、坦々と流れる数字は、我々に危機感を

伝えようとするメッセージではなく、単にそれ

らの存在について認識するためのイメージとして見える。 

図 2-3-7《LIVE THERE, LIFE HERE》 

 

図 2-3-8《0》 
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b) 鎌田友介（日本／横浜） 

 人類最大のエネルギー源であった石油の発見は、近代そ

のものを反映するような要素であった。そして、人類は石

油エネルギーにより産業を発展させ、ものを作り、資本を

蓄積し、さらなるエネルギーを獲得する。しかしエネルギ

ーはものを創造する力を持つ一方、存在するだけで兵器と

なり、破壊する力に変容する場合もある。そのような近代

の一場面に注目した鎌田友介は、「建設」と「破壊」をテー

マにし、垂直に構成したインスタレーションを発表した。

建物は、元特殊飲食店だった長屋を、壁や天井を一部撤去

し開放的な空間へと改装し、観客は 1階と 2階を行き来し

ながらあらゆる方向から作品を鑑賞することができた。 

 

 

 

c) ピエール・ジャン・ジルー（フランス／パリ） 

 この作品は、ピエール・ジャン・ジルーによる未来の都

市像の提案である。未来都市の人口は徐々に減少し、結果

的には交通の要衝の周辺にのみ、都市が集約されるという

コンセプトに基づいている。会場前にある点字ブロックが

室内までつながり、そのブロックに導かれ最初に気付くの

は、３点の写真が設置された空間である。これはアーティ

スト自身が日本のいろいろな場所で撮った夜景写真である

が、場所を特定することはできない。また、奥から流れる

雄大なサウンドに引かれ部屋に入るが、観客は小さな穴か

ら映像を覗かなければならない。映像は車窓に流れる都市

の夜星のように見えるが、それは徐々に凝縮され、輝く都

市のイメージとし写る。《Shrinking Cities》（＝縮小する

都市）というタイトルが語るように、「縮小」は作品全体コ

ンセプトに関わるキーワードでありつつ、観客が映像を鑑

賞するために「体を縮めて」覗き見る行為を念頭に置いて

いるようにも感じられる。 

図2-3-9《Atlas of Destruction 

and Construction》 

図 2-3-10《Shirinking Cities》 
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d) ムハマド・ハビブ・アクラム（パキスタン／クジラート） 

 私たちは現代社会において複数の顔を持ち

ながら生活をしている、と考えるムハマド・ハ

ビブ・アクラムは、作品の中で人間の中に潜在

する二面性をとらえる。人間の表層とその裏に

ひそむ人間の複雑でミステリアスな活動を抽

象的に表現する絵画作品を 4点発表する他、ド

ローイングの上に映像を投影し、ふらふらとさ

まよう蟻に、自身の内部にある悩みや不安を重

ねた。 

 

e) couch（日本／東京） 

 今回野黄金町の作品は、街の過去と現在を端

的に表象するため、「黄金町にモザイクをかけ

る」プロジェクトとして、外に開かれた現実空

間の中の一場面が実際にモザイク処理された

ような仕掛けをつくった。一見すると、モザイ

クがかった周辺が、仮想の空間のような錯覚を

呼び起こすようだが、実は厳密な計算により直

接その場所に描き上げた現実のイメージなの

である。 

 

C. ゲストアーティスト 

a) 太田遼（日本／埼玉） 

 太田遼は、「外」であるはずだった空間を「内」

にし、雨樋を会場の真ん中に設置することで、

観客の期待を大胆に裏切る。予測不可能な展開

と、境界線の崩壊は、本来空間が持つ定義をひ

っくり返すような働きをする。エアコンの室外

機と雑草で囲まれ、一見、見過ごしてしまいそ

うだった会場裏のスペースに既存の外壁に使

用されているトタンを延長させ、「内」空間に

図 2-3-11 展示風景 

図 2-3-12《PIXEL WORKS》 

図 2-3-13《coINSIDE》 
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転換する一方、ホワイトキューブの中には、まるで彫刻作品の様に雨樋を展示する。中には会

期を通して降ったのだろうと思われる雨の痕跡が残されていた。 

 太田は既存の建物を巧みに利用すると同時に、アーティストによって生み出された架空の空

間が交差するような作品作りを通して、人と場所の関係性を再考させ、その意味について観客

に問いかける。 

 

b) 菅原康太＋石神夏希（日本／横浜） 

 会場であった八番館や空き施設、地域の焦点など 23 カ

所・75 点の写真を展開した今回の制作の軸となったのは、

石神によるテキストである。しかし、物語は時間軸に沿っ

た形で展開するわけではなく、観客が偶然どこかの会場で

彼らの写真に出会い、過去と現在、そして未来を自由に行

き来するような鑑賞方法を試みた。作品を巡る最低限のツ

ールとして、マップが提供された。観客は作品を見ていく

過程で、展示場所を巡りながら、まちの魅力に触れる仕組

みに沿っていった。作品は、「日常的な街の過ごし方」、「花

嫁」という二つのテーマ制作された。 

 

c) 何千里（中国／成都） 

協力：ヨコハマ創造都市センター（横浜市・

成都市アーティスト・イン・レジデンス交流

事業） 

 黄金町で 2ケ月間滞在し、その体験に基づ

いた作品を制作した。高架下スタジオで感じ

る電車の音や振動、会場周辺をうろつく猫た

ちの姿など、滞在を通して発券した要素を題

材にしている。彼が描く世界は実際の風景を

具象的に描写しながらも、作家自身により再

解釈された色合いやフィクションの空間が

入り交じった絵画構成になっている。今回の

展示では、ドローイングを含め５つの作品を

発表した。 

図 2-3-14《花嫁》 

図 2-3-15 展示風景 
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d) ユ・ソラ（韓国／ソウル） 

 ユ・ソラは、以前から制作スタイルとして

「ミシンでドローイングする」という表現方

法を使い続けている。モチーフとなるのは、

毎日使う制作道具、旅行先で買ったもの、買

いものの領収書、脱ぎ捨てた靴下、下着など、

彼女の個人的な思い出が入れ込まれたものが

多い。日々の瞬間瞬間の痕跡を、作品をとお

して刻み込むように制作し、日記のように蓄

積していく。 

 

2-4. イベント 

 展覧会の他に、様々な場面で楽しめるものとして、「見る」、「食べる」、「歩く」、「遊ぶ」、「聞

く」というカテゴリーに沿ったイベントを開催した。開催回数は以下のとおりである。 

 

表 2-4-1 カテゴリーごとの開催件数 

見る 食べる 歩く 遊ぶ 聞く 

14 回 6 回 10 回 7 回 11 回 

 

A. 「見る」 

 スマートイルミネーション横浜 2013 で開催したパフォーマンスやライティングイベントを

行なった。 

表 2-4-2「見る」イベントの実施内容 

タイトル 開催日 会場 参加人数（人） 

遠藤一郎「未来へ号」贈呈式 9/25 黄金スタジオ前 20 

off-Nibroll「静かな一日」展示 10/23～10/27 高 架 下 ス タ ジ オ

Site-C 工房 

約 200 名 

Kogane-X Lab.「心臓光-ハート・ライト展

示 

主催：横浜市立大学鈴木研究室、ぼんぼり光環境

計画、工学院大学西森研究室、認定NPO法人黄金

町エリアマネジメントセンター 

10/23～10/27 大岡川周辺 約 300 名 

図 2-3-16 公開制作の様子 
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協力：スマートイルミネーション横浜実行委員会 

off-Nibroll「静かな一日」パフォーマンス公

演 

協力：スマートイルミネーション横浜実行委員会 

10/24、10/26、

10/27 

高 架 下 ス タ ジ オ

Site-C 公募 

72 

 

B. 「食べる」 

 初黄日商店会との協力による食に関するイベントを行なった。地域の特産品が並ぶ「初黄日

ビアーガーデン」のほか、「初黄日グランプリ」が行なわれた。 

→6-1 参照 

表 2-4-3「食べる」イベントの実施内容 

タイトル 開催日 会場 参加人数（人） 

初黄日ビアーガーデン 9/14、9/21、9/28 かいだん広場 150 

初黄日グランプリ 10/13、10/27、11/10 かいだん広場 120 

※	 10/27 の「初黄日グランプリ」は台風のため中止、規模を縮小した出店を行った。 

 

図 2-4-1 Kogane-X Lab. 「心臓光-ハート・

ライト」の様子 

図 2-4-2off-Nibroll「静かな一日」パフォーマ

ンスの様子 

図 2-4-4 出店の品物 図 2-4-4 出店の品物 
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C. 「歩く」 

 バザールサポーターがガイドになってまちを案内する「まちあるきツアー」を毎週日曜日に

実施。また、ディレクターが作品を紹介する「ディレクターツアー」や、夜間の作品を紹介す

る「ナイトツアー」を限定で行なった。 

 

表 2-4-4「歩く」イベントの実施内容 

タイトル 開催日 集合場所 参加人数（人） 

まちあるきツアー 9/22～11/24 間の毎週日曜日 かいだん広場 145 

ディレクターツアー 10/16 かいだん広場 12 

ナイトツアー 10/23 かいだん広場 8 

 

D. 遊ぶ 

 日常的なイベントである「ワンデイバザール」も黄金町バザール２013 会期中に合わせて開催

され、多くの来場者を迎えた。子供も楽しめる「フェイスペインティング」もバザールサポー

ター主導で行なった。 

 

表 2-4-5「遊ぶ」イベントの実施内容 

タイトル 開催日 会場 参加人数（人） 

ワンデイバザール 10/13、11/10 高架下スタジオ Site-D

集会場、かいだん広場 

277 

フェイスペインティングで歩く、

アート☆ウィルス 

10/13 、 10/20 、

10/27、11/3、11/24 

高架下スタジオ周辺 80 

 

図 2-4-5 まちあるきツアーの様子 図 2-4-6 ディレクターツアーの様子 
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E. 聞く 

 参加アーティストや関係者、まちづくり研究者、建築家などを招き、様々な視点から黄金町

バザールについて語り合う「トーク」、国内外のアーティストとキュレーターによる国際シンポ

ジウム「Alternative Route: 迂回路」を開催した。 

 

a)トーク 

表 2-4-6「トーク」イベントの実施内容 

対談者 テーマ 開催日 参加人数（人） 

菅原康太＋石神夏希、阿川大樹 現実とフィクションの境界線 9/28 18 

ユ・ソラ、吉本伊織 作品における素材性について 10/5 14 

couch、瀧健太郎 まちに広がる作品のかたち 10/12 14 

鎌田友介、村田真 作品における歴史性について 10/19 16 

太田遼、西倉潔 作品における場所性について 10/27 17 

真野洋介、山野真悟 アートとまちづくり 11/2 23 

高森信男 海外の視点から見る黄金町 11/9 14 

野田智之、内海昭子 海外アーティスト・イン・レジデ

ンス報告会 

11/16 13 

off-Nibroll、伊藤亜紗 作品における身体性 11/23 16 

図 2-4-7 ワンデイバザールの様

子 

図 2-4-8 フェイスペインティングの様子 
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b)国際シンポジウム「Alternative Route: 迂回路」 

 地域との国際交流を推進し、アーティスト・イン・レジデンス事業（AIR）を軸に活動してい

る関係者たちが集まる場となった。アーティストやキュレーターとのネットワーク作りに積極

的に取り組んできたことを背景に、「AIRの在り方：文脈の異なる場所で活動すること」、「ア

ジアのアートの現在」をテーマに2日間開催した。 

 

 

2-5. 応援！黄金町バザール・サポートイベント 

 「黄金町バザール 2013」と他イベント主催者相互の広報協力を通し、交流を深めながらイベ

ントを広く告知する目的で行われた。 

 

表 2-5-1「応援！黄金町バザール・サポートイベント」を通じた広報協力の実施内容 

タイトル 開催日 会場 主催 

「EVIDENCE-pile」展 9/13～9/22 ハツネウィング B-1（黄金

町地区内） 

倉 敷 芸 術 科 学 大 学

evidence 展実行委員会 

「EVIDENCE-ひかりの記

憶-」展 

9/23～9/29 ハツネウィング B-1（黄金

町地区内） 

倉 敷 芸 術 科 学 大 学

evidence 展実行委員会 

「EVIDENCE-Vital 

 Signs-」展 

10/1～10/6 ハツネウィング B-1（黄金

町地区内） 

倉 敷 芸 術 科 学 大 学

evidence 展実行委員会 

概要 

・期間｜2013 年 9月 15 日（日）～16 日（月・祝） 

・会場｜高架下スタジオ Site-D 集会場 

 

図 2-4-10 国際シンポジウム「Alternative 

Route: 迂回路」の様子 

図 2-4-9 トークの様子 
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「EVIDENCE-華は熱を帯

びて-」 

10/7～10/13 ハツネウィング B-1（黄金

町地区内） 

倉 敷 芸 術 科 学 大 学

evidence 展実行委員会 

長者町アート☆プラネタリ

ウム～まちはたえず動き続

ける～ 

9/13～11/24 横浜市長者町７・８・９丁

目、大岡川、長者町アート

プラネット Chapter2 

長者町アート☆プラネタ

リウム実行委員会 

吉本伊織展 9/13～10/6 M.Zarts（横浜市） M.Zarts 

Out of Photographs #2 9/14～11/24 mujikobo（黄金町地区内）、

雅景錐（京都） 

mujikobo 

さんにん工房ワークショッ

プ 

9/14、9/29、

10/6、10/20、

11/10、11/17、

11/24 

さんにん工房（黄金町地区

内） 

さんにん工房 

「退色の彩り」展 10/16～11/4 ハツネウィング B-1（黄金

町地区内） 

木村宗平 

バカワネガコ展 11/1～11/10 nitehi works（横浜市） nitehi works 

結婚披露パーティ＠黄金町

バザール 

11/3 かいだん広場 中濱晴洋 

第一回アサクサ・コレクシ

ョン 

9/21～9/26 東京都隅田公園リバーサイ

ドギャラリー 

アサクサ・コレクション実

行委員会 
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2-6．ワンデイバザール 

 毎月第２日曜日に初黄日商店会、地域住民、レジデンスアーティストと連携して実施した。

一般参加とレジデンスアーティストを対象にした「フリーマーケット」、バザールサポーターが

ガイドになってまちを案内する「まちあるきツアー」、初黄日商店会と連携した「かいだん広場

マーケット」は継続して行われた。また、大岡川川の駅運営委員会との連携により、「大岡川ス

クール」が、6月から 10 月まで計 4回開催された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※	 4 月は第 21 回桜まつりと併せ、4月 6日と 4月 7日の二日間開催した。 

※	 2014 年 2 月 9 日は大雪のため開催を中止した。 

 

A. 開催内容 

a) フリーマーケット 

 一般参加形式のフリーマーケットは、古着や手作り商品、アート作品まで、ジャンルを問わ

ず比較的自由な参加を呼び込んだ。各月の参加者数を比較すると、多少の増減はあったが、季

【ワンデイバザールの開催概要】 

日時：毎月第２日曜日 11:00～15:00 

場所：高架下スタジオ Site-D、かいだん広場とその周辺 

参加費：イベントにより異なる 
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図 2-6-1 開催日と来場者数（人） 
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節や開催日の天候状況が大きく影響したのではないかと考える。（図 2-2-2 参照） 

 なお、出店へのリピーターが一貫していながらも、従来の方式では他のフリーマーケットと

の差別化が難しいことで 3 月をもち終了することになった。今後は「のきさきアートフェア」

というイベント名称に変更し、公募の形式によるアート作品の出展数を増加し、アート色にし

ぼった出店者を募集する予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 初黄日商店会による「かいだん広場マーケット」 

→※6-1 参照 

 

c) まちあるきツアー 

 バザールサポーターのまちあるきチームを中心に、コースやテーマを毎回設定し、作品の紹

介や地域の特徴を紹介しながらまちを巡るツアーを実施した。有料イベントにすることで、参

加者にアーティストの作品などお土産を用意した。 

 

表 2-6-1 まちあるきツアー参加者数 

日程 テーマ 参加人数 

5 月 12 日（日）13:00～ 歴史ツアー 5 名 

6 月 9 日（日）13:00～ 初黄・日ノ出町各店ツアー 8 名 

7 月 14 日（日）13:00～ 建築ツアー 11 名 
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3月9日 

図 2-6-2 フリーマーケット出店者数（店） 
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8 月 11 日（日）13:00～ 制作現場ツアー 0 名 

9 月 8 日（日）13:00～ 制作現場ツアー 6 名 

9 月 22 日～11 月 24 日の毎週日曜 

（10 月 13 日を除く）13:00～ 

バザール 2013 作品解説ツアー ̶ 

10 月 13 日（日）13:00～ 作品ガイドツアー 10 名 

11 月 10 日（日）13:00～ 作品ガイドツアー 7 名 

12 月 8 日（日）13:00～ 横浜市立大学生によるツアー 5 名 

1 月 19 日（日）13:00～ ログブック体験ツアー 12 名 

3 月 9 日（日）13:00～ 初黄日商店会ツアー 14 名 
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3.文化芸術の国際交流の推進 
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3-1. アジアにおける芸術交流シンポジウム「Alternative Route : 迂回路」 

 本プログラムでは、当団体がこれまでの調査を通して情報を交換し、協力関係を結んできた

アートの実践者を七つのアジアの都市と日本の三つの都市から集め、それぞれが企画運営する

拠点や事業の実例の紹介と意見交換を行うシンポジウムを開催した。ディスカッションを通し

て、今後の協働の形を探り、新たなアジア像の提案につながることを目標とした。 

 

開催概要 

実施日程 2013 年 9 月 15 日(日)、16 日(月・祝)、18 日(水)、19 日(木) 

実施場所 高架下スタジオ Site-D 集会場 

主催 認定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 

助成 公益財団法人ポーラ美術振興財団、平成 25 年度文化庁文化芸術の海外発信拠点形成事業 

協力 KUNCI Cultural Studies Center（インドネシア・ジョグジャカルタ）、98B 

COLLABoratory（フィリピン・マニラ）、Chiang Mai Art Collective（タイ・チェンマ

イ）、国立台北芸術大学關渡美術館（台湾・台北）、Zero Station（ベトナム・ホーチミ

ン）、Art Center Ongoing（日本・東京）、横浜美術館（日本・横浜）、日和アートセ

ンター（日本・石巻）、A4当代芸術中心（中国・成都）、ヨコハマ創造都市センター（日

本・横浜） 

 

A. ８つのダイアローグ「AIR の在り方：文脈の異なる場所で活動すること」 

 「黄金町バザール2013」に参加したアーティストと彼らの推薦者であるキュレーターによる

8つの対談。黄金町での滞在制作での経験や、その成果である作品についてのプレゼンテーショ

ンをもとに、黄金町でのAIR事業の成果、今後の可能性について語った。 

 

 

 

 

実施日｜9月 15 日（日） 

時間｜11:00～19:00 

会場｜高架下スタジオ Site-D 

来場者数｜67 人 

図 3-1 会場の様子 
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表 3-1 「8 つのダイアローグ」タイムスケジュール 

時間 対談者 

11:00～12:00 臼田香織×イ・ジヒ(黄金町エリアマネジメントセンター) 

12:00～13:00 何千里×孫莉(A4 当代芸術中心) 

13:00～14:00 ウォック・ザ・ロック 

×アンタリクサ(クンチ・カルチュラル・スタディーズ・センター) 

14:00～15:00 ファン・カン×グエン・ニュ・フィ(ゼロ・ステーション) 

15:00～16:00 和田昌宏×小川希(アートセンター・オンゴーイング） 

16:00～17:00 トーラープ・ラープジャロエンスック 

×スッティラット・スパパリンヤ(チェンマイ・アート・コレクティブ） 

17:00～18:00 ジョーイ・コブコボ 

×マリカ・コンスタンティーノ(98B コラボラトリー) 

18:00～19:00 タイ・ハンホン×リヤ・ワン(關渡美術館) 

 

 

111:00-12:00 臼田香織（右） × イ・ジヒ（左）             12:00-13:00 何千里（左） × 孫莉（右） 

13:00-14:00 ウォック・ザ・ロック（左）× アン

タリクサ（右） 

14:00-15:00 ファン・カン（左） × グエン・ニ

ュー・フイ（右） 
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B．３つのダイアローグ「アジアのアートの現在」 

 アジア諸地域で活動するキュレーター各々の立場におけるアートと地域社会の関係について、

３つのテーマから議論をした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00-17:00 トーラープ・ラープジャロエンス
ック（左）×スッティラット・スパパリンヤ（右） 
 
 

15:00-16:00 和田昌宏 （左）× 小川希（右） 
 

17:00-18:00 ジョーイ・コブコボ （右）× マリ
カ・コンスタンティーノ（左） 
 

18:00-19:00 タイ・ハン・ホン（左） × リヤ・ワ

ン（右） 

実施日｜9月 16 日（月・祝） 

時間｜11:00～18:00 

会場｜高架下スタジオ Site-D 

来場者数｜50 人 
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セッション 1 

時 間 11:00～13:00 

登壇者 マリカ・コンスタンティーノ 

スッティラット・スパパリンヤ 

司会：平野真弓（リサーチャー/キュレーター） 

テーマ キュレーターとしてのアーティスト、アーティストとしてのキュレーター 

 

セッション 2 

時 間 14:00～16:00 

登壇者 グエン・ニュー・フィ 

山野真悟（黄金町バザール/ディレクター） 

司会：小川希 

テーマ プラットフォームを仕掛ける 

 

セッション 3 

時 間 16:00～18:00 

登壇者 アンタリクサ 

リヤ・ワン 

司会：木村絵理子（横浜美術館、ヨコハマトリエンナーレ 2014/キュレーター） 

テーマ 都市にとってのアートフェスティバル 

 

 

セッション１：平野真弓（左）、マリカ・コンスタン

ティーノ（中）、スッティラット・スパパリンヤ（右） 

セッション２：山野真悟（左）、小川希（中）、グエン・

ニュー・フィ（右） 
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C. ポートフォリオ・カフェ 

 アジア諸地域から集ったキュレーターにむけて、アーティストが自身の活動をプレゼンテー

ションする機会を提供した。発表者は公募により選出し、英語でのプレゼンテーションを条件

とした。全4回のセッションで合計16人のアーティストが参加し、自身の活動を広く発信した。

この場を契機にアーティストとキュレーターとの新たなネットワークが構築され、発展的な活

動につながることを目指した。 

 

 開催日 時間 発表者数 

セッション１ 9 月 18 日(水) 13:00～16:00 2 人 

セッション 2 9 月 18 日(水) 16:00～19:00 4 人 

セッション 3 9 月 19 日(木) 13:00～16:00 6 人 

セッション 4 9 月 19 日(木) 16:00～19:00 4 人 

 

セッション３：アンタリクサ（左）、リヤ・ワン（中）、

木村絵理子（右） 

図 3-2-1 アーティストのプレゼンテーシ

ョンの様子 
図 3-2-2 キュレーターとのディスカッション 
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3-2. 制作物 

a）チラシ（A4, 10,000 部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b）ウェブサイト 
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c）当日配布資料（A4, 21 ページ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d）オンライン記録集（A4, 18 ページ） 
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3-2．AIR 事業による国際交流ネットワークの構築 

 当 NPO では、平成 21 年の団体設立以来「コミュニティとアート」をテーマに、アジア諸地

域の独自調査に取組み、平成 24 年からはその成果として形成された海外の団体との協力体制の

もと、日本人アーティストの海外派遣事業を始動した。この成果をもとに、平成 25 度は、レジ

デンス施設をもつ２団体とのアーティスト交換レジデンスプログラムを実施した。 

 

3-2-1．關渡美術館｜Kuandu Museum of Fine Arts（台湾・台北） 

 台湾・台北の台湾で最初に設立された大学美

術館「關渡美術館」とのアーティスト交換プロ

グラム。それぞれの団体が３名のアーティスト

を推薦し、その中から招へい側が１名を選出し

た。1ヶ月以上の滞在を条件とし、アーティス

トは滞在で得た経験や場所性を生かした作品

を制作・発表した。 

 

A．黄金町でのレジデンス 

a）概要 

参加者：タイ・ハンホン（アーティスト、台湾） 

レジデンス期間：2013 年 7 月 24 日～10 月 22 日 

スケジュール： 

7 月 24 日～8月初旬 現地調査、地域交流 

8 月初旬～9月 13 日 制作 

9 月 14 日～（11 月 24 日）成果発表展「黄金町バザール」 

9 月 15 日 アーティストトーク 

 

b）成果発表展概要 

展覧会タイトル：黄金町バザール 2013 

期間：2013 年 9 月 14 日～11 月 24 日  

場所：黄金町エリア 

参加作家：16 名 

出展作品：One Piece / ドア、壁、空間、機械 

 

図 3-2-1 關渡美術館外観 
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c）レジデンスの様子 

 

  

滞在制作の様子 2013.9.15 アーティストトーク 

  

成果作品《One Piece》1F の様子 《One Piece》2F の様子 

 

B．關渡美術館でのレジデンス 

a） 概要 

参加者：内海昭子（アーティスト、日本） 

レジデンス期間：2013 年 8 月 15 日～9月 30 日 

スケジュール： 

8 月 15 日～8月 31 日  現地調査                                       

8 月 28 日 アーティストトーク 

9 月 4 日  ワークショップ     

8 月 23 日～9月 30 日  制作                                         

9 月 11 日  オープンスタジオ 
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9 月 11 日～9月 22 日  成果発表展                                        

9 月 23 日ワークショップ（小学校） 

 

b）成果発表展概要 

展覧会タイトル：成果発表展 

期間：2013 年 9 月 11 日～9月 22 日  

場所：Kuandu Museum of Fine Arts 

参加作家：1名 

出展作品：You will choose the title in the work／ミクストメディア 

 

c）レジデンスの様子 

 

  

展覧会 DM 2013.8.23 アーティストトーク 

  

2013.9.23 ワークショップ 

(zhuwei elementary school) 

成果展示作品 

《You will choose the title in the work》 
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3-2-2．竹圍工作室｜Bamboo Curtain Studio（台湾・台北） 

 台湾・台北のオルタナティブスペース「竹圍工

作室」とのアーティスト交換プログラム。竹圍工

作室でのレジデンスに向けては、黄金町で活動す

るアーティストから参加希望者を募集し、その中

から 1 名のアーティストが招聘者によって選出さ

れた。黄金町のレジデンスでは、次年度の黄金町

バザールでの展開を視野に入れて、台湾で活動す

るキュレーター３名の推薦を依頼し、その中から

１名を選出した。 

 

A．黄金町でのレジデンス 

a）概要 

参加者：高森信男（キュレーター、台湾） 

レジデンス期間：2013 年 10 月 15 日～10 月 28 日、11 月 7 日～11 月 23 日 

スケジュール： 

10 月 15 日～ 調査（地域、黄金町活動アーティストについて） 

11 月 9 日 トーク、交流会 

11 月 23 日 黄金町バザール 2014 に向けた打合せ 

 

b）トーク概要 

日時：2013 年 11 月 9 日 13:00～15:00 

場所：高架下スタジオ site-D 集会場  

テーマ：台南物語̶クリエイティブシティとしての台南およびアウトサイダース工場によるプ

ロジェクト  

  

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2-1 竹圍工作室外観 
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c）レジデンスの様子 

 

  

2013.11.9 トークの様子 2013.11.9 交流会の様子 

 

B．竹圍工作室でのレジデンス 

a）概要 

参加者：野田智之（アーティスト、日本） 

レジデンス期間：2013 年 9 月 18 日～10 月 31 日 

スケジュール： 

9 月 18 日～9月 30 日  現地調査                                       

10 月 4 日、11 日、14 日 ワークショップ 

10 月 19 日～25 日 制作     

10 月 26 日 成果発表展 

 

b）成果発表展概要 

展覧会タイトル：竹圍工作室＋OPEN STUDIO 

期間：2013 年 10 月 26 日  

場所：竹圍工作室 

参加作家：9名 

出展作品：RECYCLE ART PROJECT IN TAIWAN 
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c）レジデンスの様子 

 

  

展覧会 DM ワークショプの様子 

  
ワークショップの様子 成果展示作品 

《RECYCLE ART PROJECT IN TAIWAN》 

 

3-2-3．報告会の実施 

 黄金町から(A)(B)のレジデンスプログラム

に参加した 2名のアーティストによる報告会

を実施し、黄金町で活動するアーティストおよ

びその他の来場者に向けてレジデンスでの経

験・成果、２つのプログラムの共通点・相違点

などを共有した。 

 

日時：2013 年 11 月 6 日 13:00-15:00 

場所：高架下スタジオ Site-D 集会場 
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4.新進アーティストの育成・支援 
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4-1．アーティスト・イン・レジデンス 

4-1-1．長期レジデンス 

a）アーティスト数 

 平成 25 年度の長期レジデンスアーティストの総合計は 44 組で前年度と変わらない。レジデ

ンス用途として管理している物件 114 件の内、長期レジデンスで利用しているのは 46 件であ

る。44 組のアーティストの内、４組はそれぞれの理由により途中退居となったが、黄金町エリ

ア周辺に民間との契約をして新たにスタジオを構えているアーティストもいる。（表 4-1） 

 

b）レジデンスアーティストの分類 

 レジデンスアーティストの分類は表 4-1 のとおり

で、アーティストのほか、建築家や小説家、劇団な

ど様々な分野で活動する人たちが集まっている。施

設の用途別にみると、アトリエとして利用しるレジ

デンスアーティストが 63%と最も多い（図 4-1-1）。

レジデンス期間中は、分野を超えた日常的な交流の

ほか、互いの技能を活かして制作のサポートをし合

う機会も見られた。 

  

 

 

 

表 4-1-1 平成 25 年度長期レジデンスアーティスト 

No アーティスト名 スタジオ名 分類 1 分類 2 

1 よんふく café 小串スタジオ カフェ 店舗 

2 よんふく atelier 小串スタジオ ショップ 店舗 

3 環境デザイン・アトリエ一級建

築事務所 

小串スタジオ 建築家 事務所 

4 山田よしえ 初音スタジオ B-1 アーティスト アトリエ 

5 小林孝一郎 高橋ビル アーティスト アトリエ 

6 三沢洋紀 高橋ビル アーティスト アトリエ 

7 ○○工房 高橋ビル アーティスト アトリエ 

8 momoko johansson 黄金スタジオ A アーティスト アトリエ 

アトリ
エ 
63% 

事務所 
17% 

店舗 
13% 

ギャラ
リー 
7% 

図 4-1-1 施設の用途別にみた分類 
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9 六田晴洋 黄金スタジオ A アーティスト アトリエ 

10 RED Profile 黄金スタジオ A ファッションブラ

ンド 

アトリエ 

11 試聴室その２ 黄金スタジオ 

ハツネキューブ（※楽屋

として） 

カフェ・ライブス

ペース 

店舗 

事務所 

12 劇団！王子の実験室 黄金スタジオ D 劇団 アトリエ 

13 カモメサウンドワークス 

※途中退居 

黄金スタジオ E サウンド・デザイ

ナー 

アトリエ 

14 un:ten 日ノ出スタジオⅡ棟-A アーティスト／デ

ザイナー 

アトリエ 

15 studioBO5 日ノ出スタジオⅡ棟-B 建築家 事務所 

16 関本幸治 ヤグチレジデンス 

ハツネウィング 

アーティスト アトリエ 

17 久保萌菜 大平荘スタジオ アーティスト アトリエ 

18 阿川大樹 黄金ミニレジデンス 小説家 アトリエ 

19 シキナミカズヤ建築研究所 黄金ミニレジデンス 建築家 事務所 

20 mujikobo 黄金ミニレジデンス アーティスト ギャラリー 

21 さかもとゆり 

※途中でミニレジデンスに移

動 

1 の 1 スタジオ 

黄金ミニレジデンス 

アーティスト アトリエ 

22 AT/AT 黄金ミニレジデンス 建築家 事務所 

23 きぃ房茶 黄金ミニレジデンス カフェ 店舗 

24 フードランドスケープ 

※物件引渡しのため途中退居 

ハツネハウス カフェ 店舗 

25 初黄日商店会 1 の 1 スタジオ アンテナショップ 事務所 

26 ゴールデンスタジオ ハツネテラス A 共同スタジオ 事務所 

27 廣川由美子 

※途中退居 

ハツネテラス B アーティスト アトリエ 

28 メリノ ハツネテラス C アーティスト アトリエ 

29 F&U Studio ハツネウィング アーティスト アトリエ 

30 倉敷芸術科学大学 ハツネウィング 大学 ギャラリー 
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31 ぶち木工 ハツネウィング 木工屋 アトリエ 

32 野田智之 

※途中退居 

ハツネウィング アーティスト アトリエ 

33 山田裕介 ハツネウィング アーティスト アトリエ 

34 水辺荘 水辺荘 水辺からの街づく

り 

アトリエ 

35 MZ arts 東雲スタジオ ギャラリー ギャラリー 

36 USED セレクト子ども服 ク

ロアック 

中澤邸 ショップ 店舗 p 

37 三人工房 Space-F アーティスト アトリエ 

38 岡田光生 Space-F アーティスト アトリエ 

39 秋山直子 Full House アーティスト アトリエ 

40 村田真 CHAP スタジオ A 画家 アトリエ 

41 竹本真紀 CHAP スタジオ A アーティスト アトリエ 

42 ロコ・サトシ CHAP スタジオ B ペインター アトリエ 

43 嶋田勇介 CHAP 舞踏家 アトリエ 

44 吉本伊織 CHAP アーティスト アトリエ 

 

c）レジデンスアーティスト会議 

 毎月第４火曜日に長期、短期のレジデンスアーティストを対象に「レジデンスアーティスト

会議」を実施した。NPO 事務局から黄金町バザールやのきさきアートフェアなどのイベントの

情報伝達のほか、レジデンスアーティスト同士の情報発信の場として機能している。 
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4-1-2．短期レジデンス 
 短期レジデンスとは、当 NPOの管理施設を展示、制作、制作に伴う滞在、地域活動等を行う

場として、1 日から最長 3 ヶ月の間で短期的に貸し出す取組である。この取組は、国内外のア

ーティストの交流、育成や支援を担うほか、様々な分野のアーティストやクリエイターが当地

区を訪れ、地域との交流や、まちの歴史や当地区の取組みを伝える機会を得ることで「まちづ

くり」の取組みの重要な要素を担っている。 

 

a）レジデンス施設数とその分類 

 短期レジデンス施設として活用している施設は 29 件（平成 26 年 3 月現在）であり、その分

類は表 4-1-2 のとおりである。昨年度の運用施設数 24 件に比べて 5 件増加している。この原

因として、入居者が退去した施設を積極的に短期レジデンス施設に転用したこと、既存の施設

を積極的に短期レジデンス施設に活用したことが挙げられる。一方、レジデンス施設に関して

は、改修工事の必要に伴い、4件のレジデンス施設の利用を中止したため、レジデンス施設は減

少した。施設の詳細は、表 4-1-3 に記す。 

 

表 4-1-2 短期レジデンス施設の用途分類 

分類 内容 

スタジオ 主に作品制作のための施設 

レジデンス 作品の制作・発表などに伴う宿泊のための施設 

オープンスペース 作品の発表・会議・演劇公演など多目的に使える施設 
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表 4-1-3 短期レジデンス施設の詳細 
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b）利用者と利用内容 

 表 4-1-4 より、「スタジオ」は横浜市内の利用者を中心他に、東京都、千葉県、国外からの利

用者もみられた。スタジオの平均利用日数が 43 日であり、スタジオとレジデンスを併せての利

用が 1 組のみだったことをふまえると、ほとんどの利用者が自身の拠点からスタジオまで通っ

ていたことになるため、横浜市内の近場からの利用が多かったことは当然の結果といえるが、

東京都、千葉県など市外からの利用もあったことは、黄金町エリアが都内からでも通える距離

であること、またそのような受容があったことが伺える。国外からの利用者の一部からは、日

本での短期滞在中の作品制作のために、価格面、設備面においてインターネットでの事前リサ

ーチや、関係者からの紹介、来日後の現場見学のすえ総合的に判断をして利用に至っているこ

とがヒアリングの結果わかった。 

 「レジデンス」では、近隣の文化芸術団体による利用が多くみられ、自施設での作品制作、

発表にむけてアーティストを招聘する際に活用している。諸団体との情報共有、各施設の特徴

を生かした連携がとれているといえる。同時に、アーティスト個人での利用も多く、これまで

に構築したネットワークを基盤として、国内外のアーティストから利用がある。都内での作品

制作、発表のために当施設を利用する例もみられた。 

 「オープンスペース」は、横浜市内で活動する団体を中心に、トークショー、食堂、ワーク

ショップなどのイベントや、打合せ、展示会場として利用されている。まちづくり関連のイベ

ントや視察での利用、また映画や雑誌の撮影場所としての利用も特徴的である。 
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表 4-1-4 利用者と利用内容 
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c）地域国別利用者数 

 表 4-1-5 に示すように、横浜市内の利用者が最も多い。その次に東京都、国外があげられる。

このことは、東京都から離れすぎていない黄金町の立地条件を改めて認識させるとともに、横

浜市内だけでない範囲を広げた情報発信の重要性、また近隣施設のみならず他団体との連携の

可能性を示唆する。また、海外では主にヨーロッパ、アメリカ大陸からの利用があることが分

かった。実際には、アジア圏のアーティストの滞在実績もあるが、日本側の招聘団体を利用者

として記録しているため、表には反映されていない。また、当団体がアジア圏との交流を深め

ているにも関わらず、このような結果になったことは、国によるアーティストの経済事情にも

起因していると考えられる。 

 

表 4-1-5 利用者の所在地 

分類 地域 利用件数 

日本 横浜市 71 

東京都 12 

宮城県 3 

千葉県 1 

川崎市 1 

海外 アイルランド 1 

アメリカ 1 

イタリア 1 

カナダ 1 

フランス 1 

ヨーロッパ（国不明） 6 

その他 6 

 

d）短期レジデンス施設の稼働状況 

 施設毎の合計利用回数、合計利用日数、利用時における平均利用日数を表 4-1-6 に、施設毎

の稼働率、および平成 24 年度との比較を表 4-1-7 に記す。 

 「スタジオ」の利用時における平均日数は 43 日間であり、他の分類と比べて長く利用されて

いることが分かる。そのため、合計利用回数は 23 回と低いものの、合計利用日数は 987 日で

一番多く、施設稼働率は 39％と最も高くなった。利用日数が前年度と比べて 4.7 倍に増加して

いるのは、施設数の増加が起因して考えられる。 
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 「レジデンス」では、他の分類の中で唯一前年度と比べて利用日数が 97％と減少したが、こ

の要因として、改修工事に伴い施設数が減少したことが挙げられる。それにしても稼働率は９％

と低い値なのは今後の課題である。レジデンスとしての利用時の平均利用日数は 18 日だった。 

 「オープンスペース」の合計利用回数は 54 回と他の分類と比べて最も多い。しかし、利用時

の平均利用日数が 5日と短いため、施設稼働率は 10％となった。利用合計日数は前年度に比べ

て 189％と増加したものの、site-C でのスタジオとしての長期的な利用があった他は、Site-D、

かいだん広場ともに前年度より利用日数が減少した。Site-A に関しては、昨年度よりも値が高

くなっている。これは、アーティスト支援事業によるスタジオの利用の効果があったと考えら

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-1-6 施設毎の利用回数、利用日数、利用時における平均利用日数 

※「黄金町バザール 2013」の参加アーティストは含まない 
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表 4-1-7 施設毎の稼働率 
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4-1-3．コンバージョンの実施 

 小規模店舗を中心とした管理施設に対して、アーティストのスタジオやショップ・カフェ等

へコンバージョンを実施することで空き店舗の活用を促進した。コンバージョンの内容は、展

示空間、アーティスト等の利用者の長期的・自主的な空間活用を前提としたサッシや水廻り、

エアコンや照明設備の取り換え等、最低限施設として利用できるような整備、また「黄金町バ

ザール」に代表されるイベント事業で招聘されたアーティスト等の短期的な利用・滞在を考慮

し、ある程度の設備を揃えた整備の２つの内容で行った。 

 
図 4-1-2 日ノ出ステップ（旧 星）改修前 

 

 
図 4-1-3 日ノ出ステップ（旧 星）改修後 
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4-2．アーティスト支援事業 

4-2-1．概要 

 本プログラムでは、アーティストへの支援と、「黄金町バザール」の開催時期以外におけるス

タジオの有効活用を目的とした実験的なプログラムとして、高架下スタジオ Site-A ギャラリー

をアーティストの作品発表の場として提供した。主に黄金町にゆかりのあるアーティストから

展示プランを募集し、平成 25 年 5 月～平成 26 年 3 月までの間に合計 7（学校入れて）組のア

ーティスト等の展示が実現した。利用条件の中に、最低 1回の交流会の実施を設定したことで、

アーティストの積極的な情報発信を促すとともに、次の展開につながる新たな交流を生む機会

となった。 

 

表 4-2-1 展示概要 

No. アーティスト タイトル 期間 来場者数 

1. 吉本伊織 構築された風景 2012 年 5 月 14 日(火)～5 月

31 日(金) 

200 人 

2.  劉茜懿 劉茜懿ビデオアート展 2012 年 12 月 14 日～12 月

26 日 

91 人 

3. 柳楽晃太郎 織る 2014 年 1 月 8日～17 日 120 人 

4. 池田拓馬、小林孝一郎、

坂裕子、山根一晃 

トラがぐるぐる回ってバターに

なる。展 

̶The tiger runs around and 

becomes butter. 

2014 年 1 月 21 日(火)～1 月

30 日(木) 

51 人 

5. 齋藤彰英 共沈する風景 2014年2月1日(土)～2月15

日(土) 

150 人 

6. 横浜美術大学 工芸領

域  クラフトコース 

３年 

うたうかたち 2014 年 3 月 17 日(月)～3 月

22 日(土) 

108 人 

7. 黄金町芸術学校写真コ

ース受講生 

黄金町写真教室成果発表展̶み

んなで撮れば怖くない！（前期）

※後期は 4/1～4/6 に開催 

2014 年 3 月 25 日(火)～3 月

30 日(日) 

107 人 
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4-2-2．展示の様子 

   

高架下スタジオ site-A スタジオ外観 1.吉本伊織「構築された風景」 

  

2. 劉茜懿「劉茜懿ビデオアート展」 3. 柳楽晃太郎「織る」 

  

4. 池田拓馬、小林孝一郎、坂裕子、山根一晃「ト

ラがぐるぐる回ってバターになる。展」 

5.齋藤彰英「共沈する風景」 
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6. 横浜美術大学工芸領域クラフトデザインコ

ース 3年次生「うたうかたち」 

7. 黄金町芸術学校写真コース受講生「黄金町

写真教室成果発表展」 

 

4-2-3．利用者からの感想・要望 

・	 今後の制作のテーマを純化する機会となった。 

・	 黄金町の高架下スタジオ Site-A という特殊な条件の場所でなければ生まれない作品ができ

あがった。 

・	 以前から使用したいと思っていた素材を扱う事ができた、またその素材を扱う NPOとのつ

ながりを深めるきっかけとなった。 

・	 外光が時間ごとに変わる面白い空間だった。 

・	 同世代で集まって、黄金町全体を使った企画が出来たら効果的に思う。 

・	 初めての学外展で学ぶ点が多かった。 

・	 視察が重なったため、予想よりも多くの来場者にめぐまれた。 

・	 黄金町で活動するアーティストを育てる、世に出すという観点からもこの試みを持続してほ

しい。 

 

4-2-4．成果 

①	 アーティストの実験的な表現の実現 

アーティストは自身の作品の発表機会を得たことで、実験的な表現への挑戦が可能となった。

また、高架下という場所のもつ条件に触発された新たな表現が実現した。 

②	 新たな観客層の発掘 

発表アーティストが自身のもつネットワークで積極的に広報をしたことで、黄金町エリアに

これまでつながりのなかった観客がまちに訪れ、まちの活動を知る機会となった。 

③	 アーティストと黄金町の新たなつながりの構築 

黄金町にゆかりのあったアーティストが今回の展示を機会に、より身近にまちとのつながり
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ができた。また、黄金町で活動するアーティストにとっては、自身が活動するまちでの発表

機会を得ることができた。 
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5.文化芸術を支える人材の育成・支援 
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5-1.黄金町芸術学校（専門講座） 

 本事業は、様々な地域、年齢、分野の人たちが集まり、アートを通して多様な個性を伸ばす

ことを目的に、誰でも受講ができる「コミュニティ学校」として平成 24 年 5 月に開校した。 

 平成 25 年度は、平成 25 年 5 月 7 日～平成 26 年 3 月 28 日までの期間「黄金町芸術学校

2013」として複数のコースを開講した。「アート」「まちづくり」「建築」をテーマにした専

門性の高い講座 3 コースと、黄金町を拠点に活動するレジデンスアーティストが講師となって

教える実技講座 6 コース、子どもを対象としたワークショップ講座１コースで構成した。年間

で合計 131 回（専門講座 55 回、実技講座 76 回）の授業を開講し、参加延べ人数は 1,072 人

（専門講座 552 人、実技講座 475 人）である。 

※アンケート調査は 10-3 を参照 

 

表 5-1-1 膳年度との比較 

 開催回数 参加延べ人数 

平成 24 年度 115 回 794 人 

平成 25 年度 131 回 1,072 人 

 

5-1-1.講座概要 

A．アートマネジメントコース＋特別講座（アート系専門講座） 

 アートの歴史、海外の文化事情、資金調達など、アートマネジメントに必要な知識やスキル

を様々な視点から段階的に学ぶ講座を年間とおして実施した。月に２回の授業に加え、各月の

テーマを補強するような形で「特別講座」を月に１回開講した。毎回異なるテーマを設定し、

そのテーマに合った講師をゲストに招き、アートの現場について専門的な立場からレクチャー

が行なわれた。レクチャーの後は、受講生とのディスカッションを行うスタイルを試みた。ま

た、後期の”企画書”をテーマにした授業では、受講生が「黄金町バザール」を題材にプロジェク

トの企画立案を実践し、授業内でプレゼンテーションを行なった。 

・コーディネーター｜山野真悟（黄金町バザールディレクター）、小川希（Art Center Ongoing

代表） 

・実施回数｜32 回（内 特別講座 10 回） 

・延べ参加人数｜363 人（内 特別講座 114人） 

・会場｜高架下スタジオ Site-D 集会場 

・時間｜19:00～21:00 

・受講料｜【前期（全 10 回）】18,000 円、【後期（全 15 回）】27,000 円、 

【各回】2,000円 、【アートマネジメントコース＋特別講座 通年（全 35 回）】 56,000 円 
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表 5-1-2 「アートマネジメントコース」年間授業内容 

月日 テーマ 講師 参加人数 

前期（5月～9月） 

5 月 10 日（金） 知っておくべきアートの歴史～

総論～ 

山野真悟（黄金町バザールディレク

ター） 

18 人 

5 月 31 日（金） 知っておくべきアートの歴史～

現代美術～ 

福住廉（美術評論家） 20 人 

6 月 14 日（金） 国際交流から考えるアジアの文

化都市 

平野真弓（黄金町バザールキュレー

ター） 

21 人 

6 月 28 日（金） 国際交流事業としてのアーティ

スト・イン・レジデンス 

菅野幸子（国際交流基金情報センタ

ー プ ロ グ ラ ム ・                

コーディネーター） 

10 人 

7 月 12 日（金） ヨーロッパの国際美術展 村田真（美術ジャーナリスト） 18 人 

7 月 24 日（金） アジアの国際美術展 ロ ジ ャ ー ・ マ ク ド ナ ル ド        

（キュレーター／AIT／Fenberger 

House ディレクター） 

13 人 

8 月 2 日（金） アートフェアから考えるアート

マーケット 

金島隆弘（FEC 代表／アートフェア

東京エグゼクティブディレクター） 

10 人 

8 月 23 日（金） アートをビジネスにするために

は？ 

窪田研二（筑波大学芸術系准教授／

キュレーター） 

15 人 

9 月 6 日（金） アート業界学① 村田真（美術ジャーナリスト） 8 人 

図 5-1-1 知っておくべきアートの歴史～現代

美術～：福住廉（美術評論家） 

図 5-1-2 アーティストの中の国際交流：柳幸

典（アーティスト） 
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9 月 27 日（金） アート業界学② 村田真（美術ジャーナリスト） 6 人 

後期（10 月～3月） 

10月 11日（金） 黄金町バザールを語る 福住廉（美術評論家） 11 人 

10月 18日（金） アーティストという職業 束芋（現代美術家） 15 人 

10月 25日（金） アーティストと活動空間 佐藤慎也（日本大学理工学部建築学

科准教授） 

12 人 

11 月 8 日（金） 3331 Arts Chiyoda ができるま

で 

中村政人（アーツ千代田 3331 統括

ディレクター／アーティスト） 

15 人 

11月 22日（金） アートのためのネットワークづ

くり 

中村政人（アーツ千代田 3331 統括

ディレクター／アーティスト） 

7 人 

12 月 6 日（金） このアーティストを見ろ！

2013 

小川希（Art Center Ongoing 代表） 13 人 

12月 20日（金） アートのための広報戦略 平昌子（パブリシスト） 9 人 

1 月 10 日（金） アートを記録する～キュレータ

ーの仕事～ 

難波祐子（キュレーター） 9 人 

1 月 24 日（金） アートを記録する～アーカイブ

の方法～ 

工藤安代（NPO 法人 Art&Society

研究センター代表） 

5 人 

2 月 28 日（金） アートを評価する 橋本誠（アートプロデューサー） 4 人 

3 月 14 日（金） 企画書をつくる～アイデアをカ

タチにする～ 

小川希（Art Center Ongoing 代表） 4 人 

3 月 28 日（金） 企画書をつくる～プレゼンテー

ションの手法～ 

山野真悟（黄金町バザールディレク

ター） 

6 人 

合計  

※2/14（金）に予定をしていた「アートの見せ方」は大雪の影響により 2014 年 4月 17 日に延期。 

 

表 5-1-3 「アートマネジメントコース特別講座」年間授業内容 

月日 テーマ 講師 参加人数 

前期（5月～9月） 

6 月 21 日（金） アーティストの中の国際交流 柳幸典（アーティスト） 18 人 

7 月 19 日（金） アジアのネットワークと横浜 池田修（BankART1929 代表）、

溝端俊夫（BankART1929 副代

表） 

14 人 

8 月 16 日（金） アートコレクターの仕事 宮津大輔（アートコレクター） 6 人 
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9 月 20 日（金） アートと法律 作田知樹       （Arts and 

Law／武蔵野美術大学非常勤講師／

行政書士） 

8 人 

後期（10 月～3月） 

10月 14日（金） 社会とアート ナウィン・ラワンチャイクン（アー

ティスト） 

20 人 

11月 15日（金） アートとコミュニティ 藤浩志（十和田市現代美術館副館長

／アーティスト） 

18 人 

12月 13日（金） 地域資源とアート 原蜜（大地の芸術祭事務局） 5 人 

1 月 17 日（金） 美術史をつくるということ 北澤憲昭（美術評論家／美術史家／

女子美術大学教授） 

11 人 

2 月 7 日（金） 演劇と都市 高山明（演出家） 11 人 

2 月 21 日（金） 美術の批評 市原研太郎（美術評論家） 3 人 

 

B．まちづくりコース 

 全国各地で取組まれている多種多様なまちづくりの手法について、より実践的なまちづくり

の手法について学び、アートとまちづくりの関係について探る講座を実施。毎回異なるテーマ

で実際にまちづくりの活動に関わりのある建築家やアートスペースの運営者をゲストに迎えた。 

 

 

表 5-1-4 まちづくりコース「まちづくりは森羅万象」年間授業内容 

月日 テーマ 講師 参加人数 

前期（5月～7月） 

・コーディネーター｜仲原正治（クリエイティ

ブディレクター） 

・実施回数｜12 回 

・延べ参加人数｜125 人 

・会場｜高架下スタジオ Site-D 集会場 

・時間｜19:00～21:00 

・受講料｜【前期（全 6回）】10,800 円  

          【後期（全 6回）】10,800 円  

          【通年（全 12 回）】19,200 円  

          【各回】2,000 円 

図 5-1-3 建築家はまちへ出る：曽我部昌史（み

かんぐみ） 
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5 月 8 日(水) 建築家はまちへ出る 曽我部昌史（みかんぐみ） 12 人 

5 月 22 日(水) 東急電鉄の鉄道事業の展開と今

後 

織茂宏彰（東急電鉄事業統括部事業

推進課） 

11 人 

6 月 12 日(水) リノベーションと商店街再生―

北九州 

嶋田洋平（らいおん建築事務所） 17 人 

6 月 26 日(水)  近代建築活用術―横浜 桂有生（横浜市都市デザイン室） 16 人 

7 月 10 日(水) 丸の内再開発物語 恵良隆二（三菱一号館美術館展覧会

プロデューサー） 

14 人 

7 月 17 日(水) 東日本大震災とまちづくり＋ま

とめ 

仲原正治（クリエイティブディレク

ター） 

10 人 

前期（9月～11 月） 

9 月 4 日(水) 銀座の街とアートの関係 山本豊津（東京画廊主宰） 5 人 

9 月 18 日(水) 黄金町のまちづくりは、どうして

アートなのか 

山野真悟（黄金町バザールディレク

ター） 

15 人 

10 月 16 日(水) バッタ、ボディチコ、唐十郎―大

学で何やっているの 

室井尚（横浜国立大学教授） 4 人 

10 月 30 日(水) 障害者自立とアートの現在 柴崎由美子(ＮＰＯ法人エイブル･ア

ート･ジャパン事務局長) 

7 人 

11 月 6 日(水) クリエイティブセンター大阪と

水都大阪 

小原啓渡（アートコンプレックス統

括プロデューサー） 

12 人 

11 月 20 日(水) 横浜の都市デザインとアート＋

まとめ 

仲原正治（クリエイティブディレク

ター） 

2 人 

 

C．建築コース「アートのための活動場所」 

 建築とアート双方の視点からアートスペースの変遷やつくり方について学び、年間をとおし

てアートスペースづくりを実践する講座。前期では、時代の変化とともに多様となったアート

作品の表現空間を建築的な視点からレクチャーを行なった。後期では、地域住民や黄金町での

活動経験のあるアーティストをゲストに招き、黄金町のまちをリサーチを行なった。その上で、

実際に当 NPOが管理する施設を題材に、アートのための活動について講師と受講生がディスカ

ッションを繰返しながら１つの事業計画案を作成した。ディスカッションは、授業時間内だけ

でなく、Facebook のグループを活用することで意見交換を行なった。最終的な提案書は、当

NPO に向けてプレゼンテーションがあった。今後も受講生を中心に、提案書の実現に向けて活

動を継続していく予定である。 
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表 5-1-5 建築コース「アートのための活動場所」年間授業内容 

月日 テーマ 参加人数 

前期（5月～9月） 

5 月 26 日(日) 「美術館の歴史とホワイトキューブ」 10 人 

6 月 23 日(日) 「オルタナティブスペースとリノベーション」 8 人 

7 月 28 日(日) 「サイトスペシフィックとアートプロジェクト」 8 人 

8 月 25 日(水)  「コミュニティデザインと住み開き」 5 人 

9 月 29 日(水) 「黄金町を歩く・「黄金町バザール 2013」を観る」 4 人 

後期（10 月～3月） 

10 月 27 日(日) 黄金町を知る～地域の過去と現在～ 

ゲスト：谷口安利（商店主／初黄・日ノ出町環境浄化推進協議会 広報イ

ベント部会長） 

4 人 

12 月 1 日(日) 黄金町を知る～アーティストの活動空間～  

ゲスト：L PACK（小田桐奨、中嶋哲矢） 

5 人 

12 月 15 日(日) 黄金町でアートスペースを考える～活動を考える～ 5 人 

1 月 26 日(日) 黄金町でアートスペースを考える～場を考える～ 5 人 

2 月 23 日(日) 黄金町でアートスペースをつくる～活動をつくる～ 5 人 

3 月 23 日(日) 黄金町でアートスペースをつくる～場をつくる～ 5 人 

 

・講師｜佐藤慎也（日本大学理工学部建築学科准

教授） 

・実施回数｜11 回 

・延べ参加人数｜64 人 

・会場｜高架下スタジオ Site-D 集会場、初音ス

タジオ、ミニギャラリー 

・時間｜16:00～18:00 

・受講料｜【前期（全 5回）】8000 円  

          【後期（全 6回）】10,000 円 

          【通年（全11 回）】17,600 円  

          【各回】2,000 円 

図 5-1-4 黄金町を知る～地域の過去と現在～

 ゲスト：谷口安利（商店主／初黄・日ノ出町環

境浄化推進協議会 広報イベント部会長） 
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5-1-2．成果 
A．アートマネジメントコース 
 ３月 14 日（金）「企画書をつくる～アイデアをカタチにする～」と 3月 28 日（金）「企画書

をつくる～プレゼンテーションの方法～」では、受講生に予め「黄金町バザール」を題材とし

た企画書の作成を宿題とした。受講生の内５名が実際に企画書の作成を行い、「黄金町バザール」

での展覧会やプロジェクトについて企画立案し、授業内でプレゼンテーションを行なった。プ

レゼンテーションの後は、講師を含め全員でディスカッションを行い、プロジェクトのアイデ

アの創出方法や企画書の作成方法について実践的に学んだ。 

図 5-1-5 受講生が作成した企画書の一部 
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B．建築コース 

 アートスペースの在り方や、黄金町の歴史や取組みについて座学をとおして学んだ受講生を

対象に、当 NPOが管理する「ミニギャラリー」を拠点に設定したアートのための活動空間につ

いて考えた。実際の空間で講師と受講生が一緒になってディスカッションを繰り返し、最終的

に１つの提案書にまとめ、黄金町エリアマネジメントセンターへプレゼンテーションを行なっ

た。提案書の制作では、受講生それぞれが持つ特性を活かすことで、図面の制作等を行なった。

この提案書は、今後実験的に運営することを検討している。 

 

 

 

 

 

 

図 5-1-6 受講生が作成した提案書の一部 
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5-1-3．ウェブサイト 

A．デザイン 

 多数の講座情報を見やすく・分かりやすくするため、コンテンツに「黄金町芸術学校」を新

たに設け、黄金町芸術学校に関する情報を集約したページを構築した。 

 
図 5-1-7 黄金町芸術学校のページ 

 

B．申込みフォームの導入 

 ウェブから簡単に申込みができる

ようなフォームを作成した。申込み

後は自動返信で連絡がいく仕組みと

したため、確実な返信対応と事務局

内での作業の効率化を図ることがで

きた。 

図 5-1-8 申込みフォーム 
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6.文化芸術と地域との連携 
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6-1．初黄日商店会との連携 
A. 黄金町バザール 
a）作品展示 
 参加アーティストの菅原康太+石神夏希による写真作品を商店会加盟店 3 店舗の協力により、
店内で展示を行なった。 
 
b）イベントの開催 
b-1．初黄日ビアガーデン 
 9 月の夕方に合計 3 回（総来場者数：314 名）のビアガーデンイベントを開催した。ビール
を中心に、おつまみ的なフードを提供したほか、音楽やダンスイベントが同時開催され、かいだ
ん広場周辺一帯の賑わいにつながった。 
 

表 6-1-1 初黄日ビアガーデンの参加店舗数 

開催日 会場 参加店舗数 来場者数 

9 月 14 日（日） かいだん広場 9 店舗 112 人 

9 月 21 日（日） かいだん広場 8 店舗 94 人 

9 月 28 日（日） かいだん広場 9 店舗 108 人 

 
b-2．かいだん広場マーケット／第 1 回初黄日グランプリ   
 かいだん広場マーケットを合計 2 回開催し（総来場
者数：222 名）、その中で初黄日商店会の名物づくりの
企画として第１回初黄日グランプリを実施した。第１
回は辰巳庵の「初黄日そば」がグランプリに決定した。 
 
 
 
 

 
 

表 6-1-2 かいだん広場マーケットの参加店舗数 

開催日 会場 参加店舗 来場者数（人） 

10 月 13 日（日） かいだん広場 8 店舗 124 人 

11 月 10 日（日） かいだん広場 11 店舗 98 人 

 
 
 

図 6-1-2 辰巳庵の「初黄日そば」 
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c）パスポートの連携 
 スタンプラリーの設置場所として、商店会に加盟する 37 店舗が参加した。参加店舗のうち
34 店舗では、パスポートの提示によるサービス特典を行なってもらった。パスポートへは、お
店の情報と特典内容について情報を掲載した。 

 
図 6-1-3 「黄金町バザール 2013」パスポート_初黄日商店会紹介ページ 

 
d）その他 
 オープニングパーティーとクロージングパーティー
の料理を初黄日商店会が担当をした。クロージングパー
ティーでは、初黄日グランプリとなった「初黄日そば」
を振る舞った。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6-1-5 オープニングパーティーの

料理 

図 6-1-4 クロージングパーティで初黄日そばを振 

      る舞う様子 
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B．ワンデイバザール 
 毎月第２日曜日に開催するワンデイバザー
ルにあわせ、初黄日商店会による「かいだん
広場マーケット」を開催した。表 2-2-1 で見
られるように、参加店数は平均 14 店舗であ
り、「黄金町バザール 2013」開催期間中は参
加店舗数が増えている。 
 平成 26 年 4 月から「のきさきアートフェ
ア」にリニューアルすることに伴い、かいだ
ん広場マーケット「はつこひ市場」と名前を
変え、初黄日商店会主催、そして横浜市立大
学鈴木国吉ゼミが運営に関わる。平成 25 年
12 月まで毎週火曜に行われていた千葉県大多喜市の野菜販売「直産おおたき」、新鮮野菜を使
った定食レストラン「きらく亭」が一度終了していたが、イベントのリニューアルにあわせて、
新たな形で連携している。 
※	 平成 26 年 3 月には、4月に向けてのプレイベントとして「はつこひ市場」を開催した。 
 

表 6-1-3 かいだん広場マーケットの参加店舗数 

日程 出店数 日程 出店数 

4 月 6 日 7 店舗 9 月 8 日 10 店舗 

4 月 7 日 6 店舗 10 月 13 日 9 店舗 

5 月 12 日 10 店舗 11 月 10 日 中止 

6 月 9 日 11 店舗 12 月 8 日 7 店舗 

7 月 14 日 10 店舗 1 月 19 日 7 店舗 

8 月 11 日 11 店舗 3 月 9 日 9 店舗 

 
 
  

図 6-1-6 かいだん広場マーケットの様子 
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6-2．バザールサポーター活動 
 「黄金町バザール」をはじめ、アートイベントやまちづくり活動に参加するバザールサポー
ターの募集と、サポーター活動を実施した。 
 
A．サポーターについて 
a）登録者数 
 平成 25 年度の登録者数は 295 名である。前年度より 16 人増で、毎年増加傾向にある。 

 
図 6-2-1 サポーター登録者数の経年変化 

 
b）登録方法 
 サポーター登録は、ウェブサイトから登録できるようなシステムになっている。また、ワンデ
イバザールや黄金町バザールなど、サポーターが活動するイベント時に希望者に登録用紙を配布
する場合もある。 
 
B．活動 
a）大岡川桜まつりサポーターブース運営 
内 容：会場の設営・撤去、チラシ配布、商品の製造・販売 
   第 21 回大岡川桜まつりに合わせて行なったイベントの企画・運営・実施をする 
   サポーターを募集した。 

日 時：4月 6日（土）、7日（日） 
参加者：６日 22 名   
    ７日 25 名 
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場 所：高架下スタジオ siteＢ 
 
b）「こどもアトリエ村」《ヨコハマ・アート・ピクニック》 
内容：2011 年より参加しているこども向けもの作り体験ワークショップサポーターを募集した。 
日時：5月 3日（金）13：00～15：00 
参加者：15 名 
場所：横浜美術大学 グラウンド 
主催：横浜美術大学生涯学習センター主催 
 
c）黄金町バザール 2013 サポーターキックオフミーティング 
内 容： 
 黄金町バザール 2013 に向けて、サポーター説明会を開催し、「黄金町バザール 2013」概要
とサポートが必要な活動についての説明会を行なった。 
当日は 20 名近くが集まり、山野ディレクターからは黄金町バザール 2013 の企画や参加アーテ
ィストについての説明、スタッフからはサポーターがガイドを務める「まちあるきツアー」につ
いての説明など行なった。その後、まちあるきツアーを行い、参加アーティストの制作場所など
を訪問し、このエリアへの理解を深めた。 
会場に戻ってからは「イベントチーム」「情報発信チーム」「まちあるきチーム」に別れ、専門的
チームを編成した。 
日 時：7月 21 日（日）17:00-18:30  
参加者：26 名 
 
C．各チームの活動 
 サポーター活動は以下５つのチームで動いている。 
a）イベントチーム 
内 容：「黄金町バザール2013」会期中に、来場者を対象としたフェイスペインティングイベ
ントを開催。 
日 時：10月13日、10月20日、10月27日、11月3日、11月24日（合計5回） 
参加者：４名 
来場者：８０名 （大人：20名、こども：60名） 
 
b）情報発信チーム 
内 容：サポーターの自主運営による Facebook を利用した情報発信ツール「黄金町バザール
サポーターズノート」の運営を実施。主に黄金町バザールについてのレポートを記事として掲載
している。サポーター目線で黄金町バザールの魅力を掘り起こし、その取組みについて広く認知
してもらうことが意図である。会期中は、ほぼ毎日記事を更新した。 
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日 時：年度を通して 
参加者：１１名 
発信媒体：Facebook 
発信記事数：154 本 
 
c）まちあるきチーム 
内 容：黄金町エリアの魅力を来場者に伝えるまちあるきツアーの企画、運営 
日 時：5月12日 6月9日 7月14日 12月8日 1月19日 3月9日  
    バザール2013会期中の日曜日（9/22-11/24）＊２月は雪のため、中止 
        各回13:00- 
参加者：１０名 
来場者：163 名 
 
e）イベント運営サポーター 
内 容：会場の設営・撤去、商品の販売補助、インフォメーション業務 
    毎月第２日曜日のイベント「ワンデイバザール」をバザール 2013 会期中も開催し、 
    その運営サポーターを募集した。 
日 時：10 月 13 日（日）、11 月 10 日（日）11：00～15：00 の間 
場 所：高架下スタジオ Site-D 集会場 
参加者：６名 
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6-3.黄金町芸術学校（実技講座・ワークショップ） 
A．実技講座 
a）水彩画コース「植物画を描く」 
 初心者を対象に、用具の使い方や制作の基礎から学ぶ講座を実施。毎回異なる季節の植物をモ
チーフに、鉛筆のデッサンから水彩絵具での色づけまで、１回の授業の中で 1 つの植物画作品
を完成させた。 

 

表 6-3-1 「水彩画教室」授業内容 

月日 テーマ 参加人数 

5 月 7 日（火） 葉のデッサン 画材の説明 12 人 

5 月 21 日（火） 花のデッサン・鉛筆・ペンを使ってみよう 10 人 

6 月 4 日（火） 花のデッサン・墨をつかってみよう 9 人 

6 月 18 日（火） 花のデッサン・絵の具を使ってみよう 11 人 

 
b）写真コース「黄金町写真教室」 
 写真を撮る力と作品にまとめる力をつけるための中級者向けの講座を実施。毎回、自分で設定
したテーマの課題写真を撮影・持参してもらい、授業内ではその課題作品の講評とディスカッシ
ョンを行った。 

 

・講師｜廣川裕美子（アーティスト） 
・実施回数｜4回 
・延べ参加人数｜42 人 
・会場｜高架下スタジオ Site-C 工房 
・時間｜13:30～15:30 
・受講料｜各回 1,000 円（材料費別途） 

図 6-3-1 授業の様子 

・講師｜倉谷拓朴（写真作家） 
・実施回数｜6回 
・延べ参加人数｜58 人 
・会場｜高架下スタジオ Site-D 集会場 
        高架下スタジオ Site-C 工房 
・時間｜13:00～15:00 
・受講料｜【前期コース（全 5回）】4,500 円  
          【各回】1,000 円 
           ※材料費別途 

図 6-3-2 野毛山動物園での撮影 
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表 6-3-2 「黄金町写真教室」授業内容 

月日 テーマ 参加人数 

5 月 19 日（日） 野毛山動物園で写真を撮ろう① 12 人 

6 月 2 日（日） 野毛山動物園で写真を撮ろう② 12 人 

7/7（日） 自宅から 1.5km 以内で写真を撮る 9 人 

8/4（日） セルフポートレイトを撮る 7 人 

9/1（日） 自分の姿を写さないでセルフポートレイトを撮る 9 人 

9/22（日） 共通のタイトルで写真を撮る 9 人 

 
c）写真コース「黄金町写真教室～上級編～」 
 作品として見せることに焦点を当て、当 NPOが管理するギャラリースペースで写真展示をす
ることを目標にした講座を実施。毎回、各受講生が設定したテーマで撮影課題を持参してもらい、
それについて講評とディスカッションを繰り返し行なった。展示は前半と後半に人数を分け、そ
れぞれの配置決めから実際の設営作業、広報物の制作までを受講生が行なった。 

 
 

表 6-3-3 「黄金町写真教室～上級編～」授業内容 

月日 テーマ 参加人数 

10 月 6 日（日） テーマを決めてプレゼンをする 11 人 

11 月 17 日（日） 写真集の作品を見る 16 人 

12 月 1 日（日） 若手写真作家の作品を見る 13 人 

1 月 26 日（日） プロ用のプリンターで出力をする 11 人 

2 月 2 日（日） 写真の展示方法を考える 9 人 

3 月 23 日（日） 「写真展」をつくる 13 人 

※展示期間は 3/25（火）～4/6（日）の期間 

 

・講師｜倉谷拓朴（写真作家） 
・実施回数｜６回＋展示 
・延べ参加人数｜73 人 
・会場｜高架下スタジオ Site-D 集会場 
    高架下スタジオ Site-C 工房 
    高架下スタジオ Site-A ギャラリー（展示） 
・時間｜13:00～15:00 
・受講料｜【全６回】5,400 円  
     【各回】1,000 円 ※2/2、3/23 を除く
 ・材料費｜1,000 円 ※1/26 のみ 

図 6-3-3 授業の様子 
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表 6-3-4 写真展示開催概要 

タイトル 黄金町写真教室 成果発表展～みんなで撮れば怖くない！ 

期間 平成 26 年 3月 25 日（火）～4月 6日（日）11:00～19:00 

※月曜日休み 

※3/30、4/6 は 11:00～16:00 まで 

会場 高架下スタジオ Site-A ギャラリー 

参加者 前半：7名、後半：6名 

 

 
図 6-3-4 設営作業の様子 図 6-3-5 展示の様子 

図 6-3-6 受講生が制作したチラシ 
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d）木工コース「生活の道具を木でつくる」 
 木工で使用する道具の使い方から木の素材のことを学び、自分でデザインをしたオリジナルの
スプーンやナイフを、木片を彫刻刀で削って作成する講座。 

 

表 6-3-5 「基礎から学ぶ写真教室」授業内容 

月日 テーマ 参加人数 

前期（5月～9月） 

5 月 14 日（火）、6月 4日（火）、6月 11 日（火） バターナイフとペーパーナイフ 9 人 

7 月 16 日（火）、7月 30 日（火）、8月 6日（火） ティースプーンとジャムスプーン 11 人 

後期（10 月～3月） 

1 月 14 日（火）、1月 28 日（火） 木のフォークをつくる 3 人 

2 月 4 日（火）、2月 18 日（火） ペア箸をつくる 3 人 

3 月 4 日（火）、3月 18 日（火） 木のレンゲ（スープスプーン）をつく

る 

3 人 

 
 
 
 
 
 

・講師｜ぶち木工（木工屋） 
・実施回数｜5回 
・延べ参加人数｜29 人 
・会場｜高架下スタジオ Site-C 工房、日ノ出スタジオⅠ棟 
・時間｜16:00～18:00 
・受講料｜各回 1,000 円（材料費別途 600 円） 

図 6-3-7 授業の様子 図 6-3-8 完成したバターナイフ 
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e）服飾コース「MY♥BODY MY♥BASIC」 
 自分の身体を細かく計測し、服作りの基本となる 原型パターンを作り、「自分らしい服」を
デザイン・作図を行い、受講生それぞれがサマーワンピースやサマージャケットなどの洋服を作
成した。完成後は撮影と、一般の人も参加可能な成果発表会を行なった。 

 
表 6-3-6 「MY♥BODY MY♥BASIC」授業内容 

月日 テーマ 参加人数 

5 月 25 日（土） 身体計測 ７人 

6 月 1 日（土） 原型作図 ７人 

6 月 22 日（土） 試着補正、原型展開 ６人 

7 月 6 日（土） デザイン画から作図 ６人 

7 月 20 日（土） 生地裁断、縫製 ６人 

9 月 21 日（土） 試着発表会、写真撮影 6 人 

 
 
 
 
 

・講師｜伊東純子（デザイナー／アーティスト） 
・実施回数｜6回 ※第 1 回目のみ単発受講可 
・延べ参加人数｜38 人 
・会場｜高架下スタジオ Site-D 集会場 
・時間｜14:00～17:00 
・受講料｜【前期コース（全 6 回）】12,000 円（材料費別途） 【5/25,6/1,6/22 のみ受
講】各回 2,000 円（初回参加時材料費 500 円） 

図 6-3-9 授業の様子 図 6-3-10 成果発表会の様子 
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e）服飾コース「MY BODY♥MY BASIC2♥」 
 前期の「MY BODY ♥ MY BASIC♥」に続き、自分の身体を細かく計測し、服作りの基本
となる 原型パターンを作り、「自分らしい服」をデザイン・作図を行った。講座時間外も個別
レッスン等をとおして、受講生それぞれが自分の身体にぴったり合う洋服の完成を目指した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・講師｜伊東純子（デザイナー／アーティスト） 
・実施回数｜7回 ※第 1 回目のみ単発受講可 
・延べ参加人数｜24 人 
・会場｜高架下スタジオ Site-D 集会場、日ノ出スタジオⅠ棟 
・時間｜14:00～17:00 
・受講料｜【全８回】15,000 円（材料費別途 1,000 円～）  
          【12/7、12/21、2014/1/11 のみ受講】 各回 2,000 円 
                                               （初回参加時材料費 1,000円） 

図 6-3-12 成果発表会の様子 図 6-3-11 授業の様子 

図 6-3-13 映像記録 
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表 6-3-7 「MY♥BODY MY♥BASIC2♥」授業内容 
月日 テーマ 参加人数 

12 月 7 日（土） 身体計測 5 人 

12月 21日（土） 原型作図 4 人 

1 月 25 日（土） トワルでの原型試着 3 人 

2 月 8 日（土） デザイン画からの作図 3 人 

2 月 15 日（土） 縫い代付け、生地裁断 3 人 

3 月 8 日（土） 縫製 3 人 

3 月 22 日（土） 試着発表会、写真撮影 3 人 

 
f）陶芸コース「手びねりで作陶」 
  陶芸の基礎から学び、初めての人でも参加しやすい湯呑やお皿などの身近に使えるものをつ
くる講座を実施。 

 
表 6-3-8 「手びねりで作陶」授業内容 

月日 テーマ 参加人数 

前期（5月～9月） 

5/30（木）、6/6（木）、6/20（木） 玉づくりで作陶～湯吞、マグカップ～ 7 人 

7/4（木）、7/11（木）、7/25（木） 紐づくりで作陶～鉢～ 5 人 

8/22（木）、9/5（木） 板づくりで作陶～板皿～ 6 人 

後期（10 月～3月） 

12/１（日）、12/22（日）  板づくり～板皿～ 3 人 

2/23（日）、3/2（日）3/16（日） 玉づくり～湯のみ・マグカップ～ 3 人 

 
 
 

・講師｜さかもとゆり（アーティスト） 
・実施回数｜5回 
・延べ参加人数｜24 人 
・会場｜高架下スタジオ Site-C 工房、MOMO 
・時間｜13:30～15:30 
・受講料｜【１クール（全 3回）】5000 円  
     【１クール（全 2回）】4000 円  
・材料費｜初回参加時陶芸セット代 2500 円 

図 6-3-14 授業の様子 
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g）陶芸コース「手びねりで作陶̶中級編̶」 
 土を練ることからはじめて、自分だけのオリジナル陶器をつくる講座を実施した。中級編では、
初級編を受講した受講生や陶芸の経験がある人を対象に、より実践的な内容の作品制作を行なっ
た。 

 

 

表 6-3-9 「手びねりで作陶̶中級編̶」授業内容 

月日 テーマ 参加人数 

11/28（木）、12/5（木）、12/12（木）、12/26（木） 土鍋をつくろう 7 人 

1/30（木）、2/6（木）、2/20（木） 灯りとひな人形 3 人 

3/6（木）、3/13（木） 酒器をつくってお花見をしよう 5 人 

 
h）小説コース「エッセイで黄金町を語るーワークショップ」 
 黄金町という特殊な歴史をもつ町について、調査・取材・執筆の 実体験を経て、人に伝える
ことと目的とした文章を書くプロセスを学ぶ講座を実施。 実際に 1600 字のエッセイを書き、
最終的に作品集としてまとめた。この作品集は、今後 web サイトにアップし、一般公開する予
定。 

 
 
 
 

・講師｜阿川大樹（小説家） 
・実施回数｜3回 
・延べ参加人数｜8人 
・会場｜高架下スタジオ Site-C 工房 
・時間｜16:00～18:00 
・受講料｜5,400 円 

図 6-3-16 授業の様子 

・講師｜さかもとゆり（アーティスト） 
・実施回数｜3回 
・延べ参加人数｜15 人 
・会場｜日ノ出スタジオⅠ棟、MOMO 
・時間｜13:30～15:30 
・受講料｜①10,000 円  ②6,000 円  ③
5,000 円 ※初回参加時陶芸セット代 2500 円 

図 6-3-15 授業の様子 
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表 6-3-10 「エッセイで黄金町を語るーワークショップ」授業内容 

月日 テーマ 参加人数 

5 月 18 日（土） 黄金町を知る～テーマの設定～ 8 人 

6 月 15 日（土） 黄金町を歩く～徒歩取材～ 

※1600 字のエッセイを書く宿題有り。 

7 月 20 日（土） 黄金町を語る（合評） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6-3-17 作品集「町を見る目」 
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i）小説コース「作家の手の内・大公開」 
 “小説家”の仕事の仕組みやライフスタイルなどさまざまな側面からその実態を明らかにし、”
小説家”という職業について知る講座を実施。 

 
表 6-3-11 「エッセイで黄金町を語るーワークショップ」授業内容 

月日 テーマ 参加人数 

11 月 30 日（土） 小説家という職業 読者に作品を届ける仕組み 8 人 

12 月 14 日（土） ワークショップ：小説というメディア 7 人 

1 月 18 日（土） 小説家の道具立て ライフスタイルと執筆道具 6 人 

2 月 22 日（土） 小説家のセルフプロモーション プロになりプロであり続けること 

ゲスト：村山昌子（徳間書店・文芸書籍編集部編集長） 

6 人 

 
j）陶芸体験「ふらっと一日陶芸体験」 
 毎月第２日曜日に開催するワンデイバザール（現在「のきさきアートフェア」）に開催日を合
わせ、約 1時間で「手びねり」または「絵付け」の陶芸体験講座を実施。 

 
 
 
 
 

・講師｜阿川大樹（小説家） 
・実施回数｜4回 
・延べ参加人数｜27 人 
・会場｜高架下スタジオ Site-D 集会場 
・時間｜16:00～18:00 
・受講料｜【全４回】7,200 円 、【各回】2,000 円 

・講師｜さかもとゆり（アーティスト） 
・実施回数｜9回（7/11、8/11、9/8、10/6、
11/10、1/19、2/9、3/9） 
・延べ参加人数｜32 人 
・会場｜MOMO 
・時間｜11:00～12:00／13:00～14:00 
・受講料｜【各回】2,000 円 

図 6-3-18 手びねり体験 
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k）陶芸体験「クリスマスにワインを飲もうの回」 
 クリスマスの時期に向けて、ワイングラスを作る講座。黄金町芸術学校の受講生と講師が交流
するクリスマスパーティーの回で他の講座の受講生にお披露目し、使用した。 

 
l）服飾体験「my legs♥」 
 身体の計測をすることからはじめ、数種類の生地から好きなものを選択し、１日で自分にぴっ
たりのレギンスづくりを行なう講座。 

 
m）服飾体験「my t-shirts♥」 
 身体の計測をすることからはじめ、数種類の生地から好きなものを選択し、2日で自分にぴっ
たりの Tシャツづくりを行なう講座。 

 
 
 
 

・講師｜さかもとゆり（アーティスト） 
・実施回数｜１回（12/18） 
・延べ参加人数｜4人 
・会場｜MOMO 
・時間｜11:00～12:00／13:00～14:00 
・受講料｜【各回】2,000 円 

・講師｜伊東純子（デザイナー／アーティスト） 
・実施回数｜2回（1/12、2/9） 
・延べ参加人数｜10 人 
・会場｜日ノ出スタジオⅠ棟 
・時間｜14:00～18:00 
・受講料｜5,000円（材料費込） 

・講師｜伊東純子（デザイナー／アーティスト） 
・実施回数｜2回（2/16+3/2、3/9+3/23） 
・延べ参加人数｜3人 
・会場｜日ノ出スタジオⅠ棟 
・時間｜14:00～18:00 
・受講料｜5,000円（材料費込） 
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n）木工体験「ふらっと一日木工体験～木のスプーンをつくる～」 
 規格が決まった数種類のスプーンから好きなデザインを選択し、くるみ材の木を彫刻刀で削っ
てオリジナルスプーンをつくる体験講座。 

 
o）木工体験「木の蝶ネクタイバッヂをつくる」 
 様々な形をした木片を使って蝶ネクタイの形をしたバッヂをつくる、小学生低学年からでも
参加できる体験講座。 

 
B．ワークショップ 
a）こどもアートコース「親子で楽しむ工作ワークショップ」 
身の回りにある素材にふれ、材料や用具の使い方を学びながら、 親子で一緒にものづくりの楽
しさを体験するワークショップを行なった。ワークショップをとおして、子どもたちに物づくり
の楽しさや道具の使い方を教えることができた。また、参加した子どもの親からは、「子どもが
日常にある物を使って創作するようになった」という感想があった。 

・講師｜野田智之（アーティスト） 
・実施回数｜8回 
・延べ参加人数｜69 人 
・会場｜高架下スタジオSite-C 工房、日ノ
出スタジオⅠ棟、ハツネウィング 
・時間｜13:00～15:00 
・受講料｜各回 1,000 円（材料費別途） 

・講師｜ぶち木工（デザイナー／アーティスト） 
・実施回数｜1回（10/12） 
・延べ参加人数｜6人 
・会場｜高架下スタジオ Site-C 工房 
・時間｜16:00～18:00 
・受講料｜2,000円（材料費込） 

・講師｜ぶち木工（デザイナー／アーティスト） 
・実施回数｜1回（10/13） 
・延べ参加人数｜1人 
・会場｜高架下スタジオ Site-C 工房 
・時間｜13:00～15:00 
・受講料｜1,500 円（材料費込） 

図 6-3-19 オリジナルキックボードを作ろう！ 
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表 6-3-12「親子で楽しむ工作ワークショップ」年間授業内容 

月日 テーマ 参加人数 

前期（5月～9月） 

5 月 12 日（日） オーブン粘土でキーホルダー作ろう！ 11 人 

6 月 9 日（日） 対戦ゲームを作ろう！ 7 人 

7 月 14 日（日） 紙粘土を自分で作り、オブジェを作ろう！ 10 人 

8 月 11 日（日） 夏休み工作 オリジナルキックボードを作ろう！ 11 人 

9 月 8 日（日） 自分写真コラージュを楽しもう！ 6 人 

後期（10 月～3月） 

11 月 10 日（日） ロケットをつくって、飛ばして遊ぼう！ 7 人 

12 月 8 日（日） スノードームをつくろう！ 10 人 

3 月９日（日） フィンガーペインティングを楽しもう！ ７人 

 
b）「3 才からの絵画アトリエ」 
 3 才から参加できるワークショップ講座。 クレパスや色紙を使って、立体的にひらいたりと
じたりする窓のある家を作成した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・講師｜こぺんなな（アーティスト） 
・実施回数｜１回 
・延べ参加人数｜4人 
・会場｜高架下スタジオ Site-C 工房 
・日時｜7月 14 日（日）13:00～15:00 
・対象年齢｜3～8 歳 
・受講料｜各回 1,000 円（材料費込） 

図 6-3-20 完成した作品 
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c）「夏休み木工ワークショップ」 
 木の素材に触れ、道具の使い方を体験しな
がら、 普段の生活で、使える木のスツール（椅
子）作りのワークショップ。２×４（ツーバ
イフォー）、１×４（ワンバイフォー）の木
材を、 カナヅチを使って組み立て、道具の使
い方から学ぶ実践的な内容。お盆に近い時期
ということもあり、参観人数は 1人と少なか
った。 
 
d）「クリスマスパーティーをしよう」 
 クリスマスの時期に合わせて、クリスマスにちなんだ内容のワークショップを 3 種類同時に
実施した。 

 
C．その他 
 12 月 22 日（日）に開催したクリスマスワークショップの後、黄金町芸術学校の受講生を対
象とした交流会（クリスマスパーティー）を開催した。参加者は合計 17 人と少ない人数ではあ
ったが、ワークショップ講座「クリスマスワークパーティーをしよう」で子どもたちが作った作
品を囲み、各実技講座の講師と受講生たちが交流する機会となった。また、陶芸体験講座「クリ
スマスにワインを飲もう」に参加した受講生は、焼き上がった陶器を実際に交流会で使用するな
どの様子も見ることが出来た。 

・講師｜ぶち木工（木工屋） 
・実施回数｜１回（8/17） 
・延べ参加人数｜1人 
・会場｜高架下スタジオ Site-C 工房 
・日時｜8月 17 日（日）13:00～16:00 
・対象年齢｜小学校中学年～高学年 
・受講料｜各回 3,000 円（材料費込） 

・内容｜①「小麦粉粘土でツリーのオーナメントをつくろう！」 
    ②「お菓子のお城をつくろう！」 
    ③「寄せ木のツリーをつくろう！」 
・講師｜①モモコ・ヨハンソン（アーティスト） 
    ②野田智之（アーティスト）、FOOD LAMDSCAPE（フードデザインチーム） 
    ③ぶち木工（木工屋） 
・実施回数｜１回（12/22） 
・延べ参加人数｜7人 
・会場｜高架下スタジオ Site-D 集会場 
・日時｜12 月 22 日（日）13:00～16:00 ※16:00～クリスマスパーティー 
・受講料｜①1,500 円（材料費込）、②1,500 円（材料費込）、③2,000 円（材料費込） 
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7-1.地域に向けた情報発信 

A．まちづくりニュースの発行 

 初黄・日ノ出町環境浄化推進協議会と NPOとの共同発行で、主に黄金町地区のまちづくりと

アート情報を届ける地域向け広報紙として毎月１日に 4,000 部を発行した。平成 25 年度は、

紙面数を 4 面から 6 面に増やし、見やすさと内容の充実を図った。１面に表紙、表中面にピッ

クアップニュースと特集記事、裏中面にはまちあるきマップ、裏面には月のスケジュールを掲

載した。配布先は平成 24 年度から引き続き、初黄町内会・日ノ出町内会約 1100 戸へ全戸配布

を行なった。また、まちを歩く通行者にも見てもらえるよう、高架下のスタジオ３カ所に分け

て掲示した。 

 

 
図 7-1-1 リニューアル紙面 
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表 7-1-1 まちづくりニュース特集内容とピックアップニュース 

月 特集タイトル ピックアップニュース 

2013 年 4 月号 黄金町芸術学校 2013 大岡川桜まつり告知、ゲート撤去、ちりめんや閉店、「初

黄日仲みち」「初黄日桜みち」名称決定 

2013 年 5 月号 水辺のある生活̶大岡川 「黄金町バザール 2013」作品プラン募集、「イセタカ隊」

結成、日和アートセンター展覧会告知、「地域再生まちづ

くり貢献者表彰」「まちづくり功労賞」授賞式 

2013 年 6 月号 文化のまち黄金町 「横浜・人・まち・デザイン賞」受賞、「波の華祭り」告

知、トリエンナーレ学校 2013、協議会総会の報告 

2013 年 7 月号 夏のわくわく体験講座 初黄日商店会サマーギフト、イベント募集、黄金町芸術

学校講座紹介、「第 32 回横浜開港祭」参加レポート 

2013 年 8 月号 伊勢佐木警察署 子神社例大祭告知、打ち水大作戦＋ワンデイバザール告

知、「黄金町バザール 2013」前売り券販売、「くつろぎ

サロン憩い」告知 

2013 年 9 月号 黄金町バザール 2013 ハゼ釣り大会告知、陶芸体験告知、かいだん広場の清掃

＆塗装告知、東小コミュニティハウス「親子電子顕微鏡

体験塾」参加者募集 

2013 年 10 月号 黄金町バザール 2013 長者町アート☆プラネタリウム告知、横浜運河パレード

告知、伊勢佐木警察署「出陣式・パレード」告知、スマ

ートイルミネーション横浜 2013 告知 

2013 年 11 月号 黄金町バザール 2013 ‘初黄日トーク’告知、宮永愛子「日産アートアワード

2013」グランプリ受賞、桜伐採・植樹のお知らせ、さん

ま祭りレポート 

2013 年 12 月号 アーティスト・イン・レ

ジデンス 

‘初黄日トーク’レポート、「2014 年初詣でる展」告知、

長期レジデンスアーティスト募集告知、黄金町芸術学校

講座紹介 

2014 年 1 月号 ‘初黄日トーク’開催レポ

ート 

初黄日グランプリ決定、日ノ出町もちつき大会、展覧会

告知、「黄金町バザール 2014」公募 

2014 年 2 月号 バザールサポーター 子神社豆まき大会、Site-A ギャラリー展覧会告知、黄金

町芸術学校服飾コース告知、第 55 次南極観察隊へ参加 

2014 年 3 月号 のきさきアートフェア 東小安心安全マップ、黄金町芸術学校写真コース成果発

表展告知 
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B．地域の回覧板と掲示板の活用 

 初黄町内会、日ノ出町町内会、赤英町内会の協力のもと、回覧板への情報提供を行っている。

おもに月に一度発行している「まちづくりニュース」や「ワンデイバザール」が該当する。こ

れらは近隣の小学校「東ヶ丘小学校」で全生徒にも配布をしている。さらに、初黄町内会、日

ノ出町町内会が管理する掲示板 12 カ所へのちらしの掲出も適宜おこなっている。管理施設付近

3カ所に設置している掲示板には、毎月発行している「まちづくりニュース」を拡大コピー、ラ

ミネートしたものを掲出し、各月のイベント情報のみならず、黄金町エリアのまちづくりの取

組みを、日常的なまちの住人へ発信している。 

 

7-2.文化芸術の情報発信 

A．ウェブサイト 

 NPO の活動や主催イベントの情報プラットフォームとして、web の管理・運営を行なってい

る。例年同様、黄金町バザールの特設 web サイトの開設を行なった。 

 

B．メールニュース 

 NPO ホームページからの登録者やサポーターに対し、NPOが主催するイベントの情報提供を

行うために、メールニュースを配信している。黄金町バザール、黄金町芸術学校、ワンデイバ

ザールなどのイベント情報の他、サポーター活動の募集などを含む。また、NPO 管理施設での

イベントや展覧会情報なども広報協力として配信している。配信者数の推移をみると、「黄金町

バザール」の開催に向けて増加したものの、その後減少傾向にあるため、「黄金町バザール」後

の魅力的な情報発信が課題となっている。 

 

・配信回数｜23 回（2013 年

4月1日～2014年3月31日） 

・配信頻度｜隔週１回 

・配信者数｜1891 名 

 

 

 

 

 

 図 7-2-1 メールニュース配信者数 
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C．SNS（twitter／Facebook） 

 日常的な情報の発信ツールとして SNS（Twitter/Facebook）を利用している。Twitter では

文字数が制限されるため、ウェブサイトや Facebook へ誘導するような投稿をする。また、昨

年度から導入している Facebook では、写真の投稿が可能なため、より親しみやすいかたちで

イベントの告知ができる。また、過去の投稿がアーカイブ的な役割を果たすため、新たな閲覧

者に対しても効果的であると同時に、インターネットによる国を越えた広報ツールとして活用

している。今後の課題として、イベントのみならず日常的なまちの様子を発信することは、ま

ちづくりを担う当団体にとって重要な要素であり次年度の課題として取組みたいと考えている。 

 

【Twitter】 

・フォロワー数｜3128 件 

・更新頻度｜週に 3日程度 

 

【Facebook】 

・ページに「いいね！」と言っている人の数｜2052 件 

・更新頻度｜週 2回程度 

 

 
図 7-2-2「いいね！」と言っている人の年齢ごとの男女比 
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図 7-2-3「いいね！」と言っている人の地域別数 

 

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はもちろんのこと、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ている。また、当団体のちらしやポスターの配架依頼も積極的

に行い、文化施設間でのネットワークの構築、情報共有を図っている。必要に応じて、メール

ニュースでの広報協力も行った。 
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7-3.メディア出演・掲載実績 

 今年度のメディア掲載実績は計 100 件であり、前年度の実績を下回っている。今年度の掲載

媒体の内訳は図 7-3-1 のとおりで、「ウェブ」の 38%が最も多く、次いで新聞とフリーペーパ

ーが多い。また、その掲載内容は「黄金町バザール 2013」の 56%が最も多い割合を占めてい

る。 

 

表 7-3-1 前年度との比較 

 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24年度 25 14 11 24 20 31 3 128 

平成25年度 20 6 4 10 18 38 4 100 

 

 

  

NPOの
取組み 
1% 

イベント
紹介 
5% 

黄金町
バザール
2013 
56% k芸術学

校 
8% 

地域紹
介 
7% 

その他 
23% 

新聞 
20% 

テレビ 
6% 

ラジオ 
4% 雑誌 

10% フリー
ペーパー 
18% 

ウェブ 
38% 

その他 
4% 

図 7-3-1 メディア掲載媒体 図 7-3-2 掲載内容について 
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7-4.視察対応実績 

	 平成 25 年度の視察件数は計 60 件であった。そのうち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 5 回（内海外 2 件）である。前年度と比較をすると、視察

の合計件数は 19 件増である。特に韓国を中心に海外からの視察は倍に増えていることから、海

外から黄金町の取組みが注目されていることが分かる。今後は、海外視察に対応できるような

窓口体制の整備や資料作成を進める必要がある。 

 

表 7-4-1 前年度との比較 

 国内 海外 合計 

平成 24 年度 31 件 10 件 41 件 

平成 25 年度 39 件（内招待 3件） 21 件（内招待 2件） 60 件 

 

表 7-4-2 平成 25 年度視察対応実績 

NO 日付 団体名・訪問者 国・地域 人数（名） 対応 

1 2013/4/12 宇都宮市生涯学習センター 日本・栃木 2 NPO 

2 2013/4/21 京都造形大学スクーリング授業 日本・京都 9 NPO 

3 
2013/4/28 

北京大学 出版社教育中心 准教

授 
中国・北京 1 NPO 

4 2913/5/2 武蔵野美術大学工学部建築学科 日本・東京 6 NPO 

5 
2013/5/7 ナント市関係視察団 

フランス・ナン

ト 
10 NPO 

6 
2013/5/20 洋光台駅前まちづくり団体 日本・横浜 ー 

NPO、協議

会 

7 2013/5/23 東京大学院情報学環国際研究員 韓国 1 NPO 

8 2013/5/24 首都大学東京 日本・東京 24 NPO 

9 
2013/5/27 

映像・映画関係教育機関など（南

カリフォルニア大学ほか） 

米・カリフォル

ニア、日本 
5 NPO 

10 2013/5/29 プラット・インスティチュート 米・NY 21 NPO 

11 2013/5/29 韓国 若手クリエイター支援団体 韓国・忠清南道 5 NPO 

12 2013/6/26 国土交通省 住宅局 日本・東京 6 横浜市 
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13 2013/7/11 全国 市・県職員 日本 ー NPO 

14 2013/7/12 川越市役所 日本・埼玉 ー NPO 

15 2013/7/25 ハンさん 韓国 1 NPO 

16 2013/7/28 チャオ・チャン 台湾 1 NPO 

17 2013/8/20 京都造形大学 芸術表現演習 日本・京都 30 NPO 

18 

2013/8/23-2

5 
653 芸術商会 韓国・青州   NPO 

19 
2013/8/29 まち研三美会 

日本・神奈川

（三浦市） 
25 協議会 

20 2013/8/29 アート系団体 複合 韓国 20 NPO 

21 2013/9/3 日本ナレッジセンター【招待】 日本・東京 ー NPO 

22 

2013/9/6-7 

はならぁと2013シンポジウム「日

本×インドネシア 伝統×未来のメ

ッセージ」【招待】 

日本・奈良 ー NPO 

23 2013/9/14 ワシントン大学 学生 アメリカ 1 NPO 

24 2013/9/22 関内外 OPEN インターン 日本・横浜 21 NPO 

25 2013/10/2 釜山広域市沙下区議員団 韓国 19 NPO 

26 
2013/10/3 

公益財団法人横浜市芸術文化振興

財団 事務局長 
日本・横浜 3 NPO 

27 2013/10/4 横浜市立大学 日本・横浜 25 NPO 

28 
2013/10/9 

女子美術大学 美術学科 芸術表象

専攻【招待】 
日本・神奈川 ー NPO 

29 2013/10/12 AIT 日本・東京 ー NPO 

30 2013/10/12 横浜美術大学 日本・横浜 約 12 NPO 

31 
2013/10/16 

カナダカウンシルアジア・パシフ

ック視察団 
カナダ 5 NPO 

32 2013/10/16 世田谷市民大学 日本・東京 5 NPO 

33 2013/10/17 首都大学東京 学生 日本・東京 1 NPO 
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34 2013/10/31 神奈川県防犯協会 日本・横浜 25 NPO 

35 2013/11/1 東京都市大学 室田教授 日本・東京 2 NPO 

36 2013/11/2 仙台市役所 日本・仙台 2 NPO 

37 2013/11/7 横浜市職員研修 日本・横浜 21 NPO 

38 

2013/ 

11/11-15 
韓国出張【招待】 韓国 ー NPO 

39 2013/11/13 テルアビブヤッフォ市総長 イスラエル 4 NPO 

40 2013/11/15 神奈川県立高校 教員有志 日本・神奈川 25 NPO 

41 
2013/11/17 

マヌ都市建築研究所 大山駅東地

区まちづくりの会 
日本・東京 24 

NPO、協議

会 

42 
2013/11/19 

柏の葉アーバンデザインセンター

［UDCK］ 
日本・千葉 2 NPO 

43 2013/11/20 文化観光局視察 日本・横浜   NPO 

44 2013/11/20 小田原まちづくり協会 日本・小田原 7 NPO 

45 
2013/11/21 韓国・釜山 韓国 ー 

横浜市・

NPO 

46 2013/11/22 都市整備局視察 日本・横浜 ー NPO 

47 2013/11/26 学生インタビュー 日本・横浜 1 NPO 

48 
2013/12/12 まちづクリエイティブ 

日本・千葉（松

戸） 
11 NPO 

49 
2013/12/14 FRISE 

ドイツ・ハンブ

ルク 
1 NPO 

50 
2014/1/23 チェンマイ大学【招待】 

タイ・チェンマ

イ 
約 30 NPO 

51 
2014/1/28 

商店街フォーラム（経産省）【招

待】 
東京 ー NPO 

52 2014/2/9 一橋大学（森千香子准教授） 東京 9 NPO 

53 
2014/2/14 

遊工房、アーティスト（アルメニ

ア、イスラエル、ドイツ） 
東京 7 NPO 
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54 
2014/2/21 

台北 CAMPOBAG Ting 氏他ク

リエーター 
台湾・台北 8 NPO 

55 
2014/2/2 

塩尻市経済事業部商工課 海津氏 

塩尻商工会議所 谷田部氏 
長野・塩尻 2 NPO 

56 2014/2/23 横浜市まちづくりセンター 日本・横浜 17 NPO 

57 
2014/2/25 

東アジア文化都市シンポジウムパ

ネリスト 

中国、韓国、横

浜市、横浜市大 
9 NPO 

58 
2013/2/26 株式会社ツクルバ 日本・東京 4 

横浜市・

NPO 

59 
2014/2/27 

クリエイティブクラスター岡田智

博 
日本•横浜 6 NPO 

60 
2014/3/31 

アメリカン大学大学院学生（スカ

イプにて） 
アメリカ 1 NPO 
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図 7-4-1 視察者から訪問後の報告 
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8.安心・安全のまちづくり 
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8-1．マスタープランの実現に向けた取組 

8-1-1．概要 

 当 NPO では「安心・安全のまちづくり」「アートによるまちづくり」をテーマとした地域の

活性化のために、まちの設計図「マスタープラン」の検討、また実現に向けた取組を継続して

行っている。今年度は以下の取組を行なった。 

 

8-1-2．調査及び検討内容 

A．借上げ店舗の活用検討 

 現在、NPO が管理・活用を行っている「借上げ店舗」について、①築年数、②階数、③水道

使用の可否について整理・分析を行い、エリア毎の検討を行なった。 

 

 
 

a）全体の考察 

 借上げ店舗の構造は木造が多く、一部鉄筋コンクリート、鉄骨造となっている。また建築さ

れた年は「A：昭和 30 年～45 年」「B：平成 10 年～15 年」に大きく分類される。 

 一般的な耐久年数は「木造：20 年（平成６年築）」「鉄筋コンクリート造：50 年（昭和 39 年

築）」「鉄骨造：50 年（昭和 39 年築）」となっており、Aに分離された借上げ店舗の多くが耐久

年数を超えていることが分かる。 
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b）エリア毎の考察 

 上記、また以前から検討を行なっていたマスタープランを踏まえて、エリア毎の検討を行な

った。 

 

b-1：大岡川沿いエリア 

このエリア日ノ出町駅側、黄金町駅側の 2 箇所となっている。築年数はいずれも B に分流され

ており、耐久年数としては比較的余裕のあるエリアである。 

ともに大岡川プロムナード沿い好立地のため、「大岡川桜まつり」の際なども最も賑わうエリア

であり、まちの賑わいの醸成に寄与できうるエリアだと考えられる。黄金町駅側のエリアの借

上げ店舗は水道も使えるため、民間事業者との連携等も視野にいれた積極的な事業展開を行え

るエリアだと考えられる。 日ノ出町駅側のエリアに関しては現在、水道が使えない状況では

あるが、大岡川の水上アクティビティの拠点となっている「桜浅橋」に近いことから、SUP・E

ボートなどの水上アクティビティの拠点施設として、民間とも連携した事業展開を検討できる

エリアだと考えられる。 

 

b-2：黄金スタジオエリア 

 このエリアは築年数でみると A に分類されており、耐久年数を過ぎた借上げ店舗の多いエリ

アである。 

しかしながら、路地を挟んで向かい側に文化芸術のためのスタジオ施設「黄金スタジオ」が位

置しており、また図中の「八番館」は比較的規模の多きい施設であることなど、黄金スタジオ

と連携し「アートによるまちづくり」を推進するための重要なエリアだと位置づけられる。 

 耐久年数を過ぎていることから、民間事業者の進出は難しいと思われるため、「安全・安心の

まちづくり」「アートによるまちづくり」の担い手として横浜市・NPOが積極的にマネジメント

を行うべきエリアだと考えられる。 

 

b-3：Site-A エリア 

 このエリアは築年数でみると B に分類されており、耐久年数に比較的余裕のあるエリアであ

る。このエリアも②と同様に路地を挟んだ向かいに文化芸術のためのスタジオ「高架下スタジ

オ Site-A」が位置しているため、「アートによるまちづくり」の推進のためには重要なエリアだ

と考えられる。 

 また図中のハツネスタジオ A は以前、飲食店として運営した実績もあり、Site-A には NPO

直営のアーティストグッズショップ、山本倉庫、Kogane-X Lab．は角に面しているなど商業的

なポテンシャルもあるエリアだと考えられる。以上の事から。民間事業者との連携も考慮し、
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文化施設と商業施設が集積するエリアとして事業展開を行うことができる。 

 

b-4：高架下スタジオオエリア 

 このエリアは築年数でみると A、Bどちらの建物も存在しているが、比較的耐久年数に余裕の

ある借上げ店舗の多いエリアである。 

図中のハツネウィングは AIR のためのスタジオとして活用をしている。 

このエリアの特徴は路地を挟んで、かいだん広場・高架下スタジオなどの文化芸術のための施

設が位置しており、また図中の様にまとめて借上げを行えている部分であり、施設、アーティ

ストが集積している文化芸術のコアエリアとなっている。このエリアは「アートによるまちづ

くり」の推進には欠かせないエリアのため、行政・NPO による積極的かつ継続的なマネジメン

トが必要だと考えられる。 

 

b-5：黄金町エリアマネジメントセンターエリア 

 このエリアは築年数でみると B に分類されており、耐久年数に比較的余裕のあるエリアであ

る。 

現在は「日ノ出ステップ」として主にレジデンス施設として活用している。 

 建物自体が狭小であり、無窓の居室に近い部屋が多いなど問題点はあるが、事務局と隣接し

ており、更に 1 棟すべて借上げを行っていることから、レジデンスエリアとして非常に運営し

やすいエリアとなっている。 

 また、アジアを初めとする海外で黄金町のアーティストインレジデンスとしての知名度があ

がり、今後海外アーティストの利用増加が見込まれるため、NPO 事務局と隣接している立地は

コミュニケーションが取りやすく、その様な需要に適した立地だと言える。 

 行政・NPO により今後も継続したマネジメントを行うべきエリアだと考えられる。 
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B．京浜急行高架下の活用検討 

 今年度は整備が完了した高架下の施設「日ノ出スタジオ」「黄金スタジオ」「高架下スタジオ

Site-A～D」の空間について、入居建築家（岩本唯史氏、早川慶太氏、干場弓子氏、安田博道氏）

とのワークショップから導き出された「余白」という観点から評価・分析を行い、それらをも

とに活用案の検討を行なった。 

 

a）  「余白」について 

 ここでいう「余白」とは、広場や通りぬけのような公共性の高いフィジカルな「余白」をさ

している。京浜急行による高架下の耐震改修に伴い、高架下にあった特殊飲食店は追い出され、

その後にその部分に大きな「余白」ができたのだが特殊飲食店が再びこの「余白」に戻ってく

るのを避けるために長い間、鋼板塀で囲われた使用されていない「余白」となっている。一部

は未だ開かれていない部分もあるが、2011 年以降にギャラリーや集会所として竣工された

Site-A～D 及び階段広場により京急高架下が使われ始めている。この施設の検討の過程におい

て住民参加によるワークショップやマスタープランの検討会議を行い、広場や通りぬけをつく

った結果、地域の人やアーティストにとって活用の仕方に大きな変化をもたらしたことは、明

らかである。特に階段広場では夕方、学校から帰ってきた子供がここで遊んでいる風景が日常

の行為として現れ始めている。特殊飲食店街であった当時から比べれば想像もつかない変化で

ある。また、アーティストにとっては特殊飲食店の小さなスペースでは賄いきれない行為をこ

うした新しい「余白」を利用することで新たな活動の可能性が見出された。しかし、物理的に

十分な「余白」を取っていなかったために活動が十分に促されていなかった部分も感じられる。

こうして実際にできた「余白」の使い勝手、人の動き、使用する人の属性、管理に渡り検証す

ることは、今後のまちづくりにとって大いに活かされるものであると考える。また、未だ開か

れていない高架下の計画にとってもこうした「余白」のつくり方とその意義をまとめることは

非常に重要な行為であると考える。 

 既整備施設の余白を①フリンジ型、②広場型、③路地型、④桟敷型、⑤浮遊型、⑥縁側型と

して位置づけ、それぞれについての分析を行なった。 
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①フリンジ型 

 高架下スタジオ Site-A の下記図の部分は現在、アーティストのグッズを取り扱うショップ（店

舗）として運営している。店舗出入口部分が高架柱脚部分に隠れるように配置されているため、

店舗出入口が分かりにくく、入りにくい状態になっている。 

 分析から出入口付近にバッファーとなる空間を提案する。 

 建物に人を誘導する装置として空間的な余白を計画する。特に高架下を縦断する道路に対し

て建築物の出入口を設置する場合、橋脚と同位置で計画をすると空間として余裕が無くなって

しまうため、人が溜り・寄り付くことができない空間となってしまう。その様な事を防ぐため、

出入り口前に余白を設け、フリンジ状の空間を計画することにより、人が貯まることができ、

建築内部に誘導しやすい外部空間となることが考えられる。 
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②広場型 

 「かいだん広場」は隣接する高架下スタジオと連携し、高架下スタジオの内部ではまかない

きれないアクティビティ（屋外イベント、演劇・コンサート、大型作品の制作など）を許容す

る場となっている。また道に面して開かれた空間となっているため、目線が抜け、人を誘導し

やすい空間構成となっている。また面している道が登下校路となっていることから、小学生の

あそび場として機能しており、公園の様な開けた空間のない当地区では希少な場となっている。 

 高架下にある程度の面積の余白を用意することにより、複数の高架下施設の外部アクティビ

ティの受け皿として機能させる。また当地区には整備され、ある程度面積のある外部空間が少

ないことから子どもの遊び場など周辺のアクティビティの受け皿にもなりうる。特に近年増加

しているマンションに対して仮想の共有空間として位置づけ、計画を行うことによりマンショ

ン住民を呼びこむ装置としての機能も想定できる。 

 

 

③路地型 

 高架下スタジオ各棟の間には動線・視線に抜けのための通路空間が設けられており、高架下

周辺の回遊性の向上の一旦を担っている。 

 高架下の建築物の間に余白を設けることにより、空間・視線の抜けを確保し、回遊性の創出
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につながることが想定できる。また建築物を一定の間隔で余白によって分節することにより、

建築に高架下の橋脚に呼応したリズムが生まれ。高架特有の圧迫感・壁としての存在感を和ら

げることを期待できる。 

 

 

③桟敷型 

 高架下スタジオ Site-B、Site-C は道路から建築をセットバックさせており、これによって生

じる余白を桟敷型として分類した。 

 桟敷がたの余白が道路からある建物がセットバックしたことによって生じた余白である。道

路と余白の高さ関係によって空間性が異なり、Site-C 前の様な高低差だと「座る」という行為

を誘発し、Site-B の様に道路面と高さが均一だと高架の圧迫感の軽減をおこない、オープンカ

フェの様な空間の使いかたもできる。共に桟敷＝席の様にまちを眺めるための空間として機能

する。 

 

 

④浮遊型 

 日ノ出スタジオの屋上部分の回廊を浮遊型の「余白空間」として位置づけた。 

 高架下に計画した建築の上部に余白を設ける。立面的な計画となり、建築の平面的な空間構

成に及ぼす影響は少ないと考えられる。また余白を人が利用できる空間として位置付け、側面
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をながれる大岡川の眺望など高さを利用した周囲の魅力的なコンテクスト・アクティビィティ

を高架に呼びこむ装置としての機能から、空間の有効利用の方法として荷物、特にアクテビィ

ティと関連したものを保管する場所として利用するなど、何段階かの活用方法が想定できる。 

 

 

⑤縁側型 

 黄金スタジオの内部、縁側部分を「縁側型」の余白空間として位置づけた。 

 黄金スタジオは建物の内部にも余白となる空間を設けた事例である。プライベートな空間と

なる部屋とパブリックな空間である通路の間に縁側を設けることによってプライベートな空間

とパブリックな空間を断絶することなく、人が腰掛けて会話できるなど、ゆるく空間をつない

でいる。 
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8-2．安心・安全のまちづくりに向けた環境整備 

A．機械警備の導入 

 黄金町エリアの安心・安全のまちの継続に向けて、機械警備による２４時間態勢の保安や、

見通しの悪い通りのなどの安全性確保を目的に、エリア全体の警備体制を整備。 

 また、NPO が管理する施設を中心として、特に重点地区内において、地域全体の防犯意識の

向上と、犯罪抑止をテーマに平成 21 年度末に青灯を設置した。現在も点灯を継続している。 

 

物件名 防犯カメラ（台数） 非常押しボタン（個数） 

黄金町エリアマネジメントセンター 2 1 

黄金スタジオ 2 2 

日ノ出スタジオ 4 2 

Kogane-X Lab. 1 1 

大平荘 0 1 

黄金ミニレジデンス 1 4 

初音スタジオ 0 2 

ハツネハウス 0 1 

小串スタジオ 0 3 

１の１スタジオ 2 1 

ハツネウイング 0 2 

ハツネテラス 0 2 

高架下スタジオ Site-Ａ 1 1 

高架下スタジオ Site-B 1 1 

高架下スタジオ Site-C 0 1 

高架下スタジオ Site-D 2 1 

1 の 1 スタジオ（旧 出会い） 0 1 

高橋ビル 1 0 

合 計 17 27 

 

B．夜間における映像作品の投影（継続） 

アートの力によって防犯性を高めることを目的に、黄金町エリアでは、夜間映像作品を路上

や建物の外壁、高架等へ投影している。建物の外壁への投影は、NPO が管理している小規模店

舗の外壁を活用した 
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8-3．協議会の活動支援 

A．企画、運営の支援など 

 中区の初音町、黄金町、日ノ出町地区では、健全なまちへの再生に向け、地元住民等が初黄・

日ノ出町環境浄化推進協議会（以下、「協議会」とする。）を設立し、当 NPO をはじめ、警察、

大学、行政と協働して「安心・安全なまちづくり」に取り組んでいる。その取組は「黄金町バ

ザール」を契機として、「アートによるまちづくり」も推進しており、さらに広範になってきて

いる。当 NPOは、協議会が行う活動の企画・運営を支援するとともに、各部会が実施する様々

な取り組みにおいて協働している。 

 今年度は協議会設立 10 周年のため、今までの取組の振返り、今後の取組についての意見交換

を行うイベント「初黄日トーク」を開催した。 

 

a）事前打ち合わせ（協議会役員との事前調整） 

 協議会役員会、定例会の開催前に中区区政推進課、横浜市都市整備局、文化観光局と共に、

協議会事務調整会議を中区役所にて実施。協議会の会議が円滑に進行するよう事前調整を行っ

ている。 

 

b）役員会、定例会、合同会の開催 

 原則毎月第 3水曜日に役員会、毎月第 4木曜日に定例会を開催、また月によっては第 4木曜

日に役員会と定例会を合同で行う合同会を開催、当日の配布資料の作成、出力を行っている。

また会議当日は会場設営を行った。 

 

c）協議会部会活動の支援 
 浄化推進部会においては、「日よけ型」テント看板撤去キャンペーンや、毎月 27 日に定例の

防犯パトロール活動等、まちづくり推進部会においては、まちづくり井戸端会議等、広報イベ

ント部会においては、大岡川桜まつりへの協力や毎月発行するまちづくりニュース、更に協議

会のWEB 等の更新等、それぞれの部会活動に対して個別に協働している。 
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d）協議会が行う視察、記者対応及び外部機関との連絡等の調整支援 

 視察団体に対して、地域の概要説明や質疑応答へ

の対応、記録撮影等を実施。また視察内容について

定例会にて発表を行い、当協議会活動の外部からの

評価を協議会参加者に対して明示できるように努

めた。 

 

 

 

e）協議会広報活動の支援 

①「まちづくりニュース」の編集及び配布等 

協議会の活動、NPO の活動など当地区の情報を掲載した「まちづくりニュース」の編集・発行・

配布を行なっている。発行は毎月行い、初黄・日ノ出町地区、周辺の赤英・東ケ丘などに配布

を行なっている。 

 

②協議会ホームページの更新 

協議会ホームページについてイベントなどに併せて日常的な更新を行った。ホームページに対

してのアクセス数、アクセス元などを分析し協議会で発表を行うことにより、当協議会の注目

度を明示できるように努めた。 

 

f）初黄日トークの開催（2013 年 11 月 4 日） 

「初黄日トーク」は地元の方と 10 年間のまちづくり活動を振り返り、今後の協議会活動の意見

交換のために行なった。地域住民をはじめ、アーティスト、学生、NPO スタッフなど計 67 人

が集まった。 
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B．協議会活動の実績 

a）総会・役員会・定例会の開催 

①25 年度総会：5月 23 日【実績：参加者 68 人】 

②役員会（4/17、5/15、7/17、11/20、2/19、3/17） 

③定例会（4/25、6/27、7/25、8/22、9/26、10/24、11/28、12/26、1/23、2/27、3/27）

【実績：368 人（年間 11 回）】 

 

b）各部会の活動の支援 

b-1：浄化推進部会 

①定例パトロール：毎月 27 日午後 3時から開催 

②テント看板の撤去：3軒、3張りの看板の撤去 

③環境整備のための活動 

【浄化推進部会実績】 

■定例パトロール：約 360 人（年間） 

■テント看板の撤去：各回 15 人 

 

b-2：大岡川環境整備部会 

①ハマロードサポーターと連携した川沿いの環境整備 

②地域と連携した大岡川活用イベントの開催 

③日ノ出町駅前 A地区再開発工事に伴う新規桟橋整備についての協議 

【大岡川環境整備部会実績】 

■大岡川沿いの清掃活動：240 人（年間） 

■E ボート乗船体験：約 30 人（各回） 

■新規桟橋整備についての協議 ：4 回 
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b-3：イベント広報部会 

①まちづくりニュースの発行 

②ホームページの運営 

③打ち水イベント、桜まつりへの協力 

④1 の 1 スタジオ等を利用した広報機能強化 

【イベント広報部会実績】 

■まちづくりニュース発行部数 

51,000 部（年間 12 回発行） 

■協議会 HPアクセス数 

2796 アクセス（年間） 

■打ち水イベント：約 170 人 

 

b-4：まちづくり推進部会 

①全体マスタープランの実現とまちのルールづくり 

②街づくり協議地区関係 

③高架下の活用検討 
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・かいだん広場の清掃 

④Kogane-X Lab の運用・活用 

【まちづくり推進部会実績】 

■まちづくり協議：4件  

■かいだん広場の清掃 

■Kogane-X Lab 来場者数：876 人 

  

117



8-4．Kogane-X Lab.の活動 

A．運営業務 

a）カフェ運営業務 

 12 月まで地域住民による「きらく亭」を営業。壁面の棚も引き続き「地域ブランドレンタル

BOX」として運営した。 

 

b）地域住民による活動の支援 

 地域店舗による「初黄日商店会」の活動支援、町内会主催の催事への活動の支援を行なった。 

 

c）ラボ運営のための経理業務 

 カフェ運営、地域ブランドレンタル BOXに係る入出金管理の他、水道光熱費の支払いのため

の市大への請求書作成等を行なった。 

 

B．地域、NPO 等と学生交流・連携 

a）地元学生会議の実施 

 コガネックス・ラボを拠点に、地域と学生がどのような方針で活動していくかを話し合う会

議を今年度は 9回実施した。 

 

b）防犯･防災活動 

①あんあんマップ 

 平成 24 年度に実施した、東小学校４年生との防

犯･防災活動を継続して行なった。東小４年の児童

が街を歩き危険に感じた場所を書き込んで制作し

たヒヤリハットマップ、自分の好きな場所やおすす

めの場所を追加したきらりマップを制作した。 

 

 

 

②ハートライト~心臓光~ 

 学生からの「夜間に暗い通りがある」という意見をきっかけに、夜間にも安心して歩ける仕

組みとして、証明実験「ハートライト～心臓光～」を計画した。これは、10 月 23 日～27 日の

期間に横浜市内で開催された「スマートイルミネーション横浜 2013（主催：スマートイルミネ

ーション横浜実行委員会）」に参加したプロジェクトで、大岡川旭橋～黄金橋間にて川面や柵の

118



ライティングを行なった。照明デザイナーの角館さんに照明配置を依頼した。約 300 名の来場

者が訪れた。 

主催｜横浜市立大学鈴木研究室、ぼんぼり光環境計画、工学院大学西森研究室、認定特定非営

利活動法人黄金町エリアマネジメントセンター 

協力｜スマートイルミネーション横浜実行員会 

 

c）黄金町読本 2014 

 編集作業にあたり地域住民への連絡調整等を行なった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d）はつこひ市場 

 鈴木ゼミ卒業生でフードランドスケープを運営する臼井さんとの共同運営を取る形で、初黄

日商店会が主催する「はつこひ市場」を企画した。 

 

e）地域イベントへの参加 

①「大岡川桜祭り」への参加 

②「打ち水大作戦」への参加 

③「初黄・日ノ出町夏期祭礼」への参加 

④「黄金町バザール 2013」への参加 
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 コガネックス・ラボ 2階にて「ハートライト~心臓光~」活動紹介、「黄金町の歴史」、「川の生 

 き物」の展示を行なった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

C．横浜市立大学鈴木伸治ゼミ学生の活動サポート 

a）「第 9回隣人まつり」 

日程｜2013 年 9 月 29 日（日） 

参加者｜約 250 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

b）子供工作教室 

日程 内容 参加人数 

5 月 5 日 「野毛山ふりーふらっと」 約 40 名 

6 月 2 日 「東小コミュニティハウス」 約 20 名 

8 月 5 日 「東小はまっ子スクール」 約 40 名 

2 月 24 日 「はつこひ市場」 約 40 名 
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c）その他 

日程 内容 参加人数 

7 月 27 日 「地元学生交流会」 約 40 名 

 

D．広報・出張活動 

a）SNS（Twittre･Facebook）の運用、広報活動 

 Twittre のほか、Facebook のアカウントも新たに取得し、活動報告、イベント告知等を行う 

 

b）「開港祭横浜たから市への参加」 

横浜青年会議所が企画する横浜 18 区の紹介をするイベントへ、黄金町のまちづくり活動の紹介 

を目的として参加した 

実施日時｜6月 8日（土）、9日（日）10：00～16：00  

場所｜日本丸メモリアルパーク  

 

c）「中区民まつりハローよこはま」への参加 

実施日時｜10 月 13 日（日）10：00～16：00  

場所｜横浜公園 

 

d）横浜市中区の区民まつり「ハローよこはま」への参加 

黄金サイダー、地域ブランドの販売や黄金町バザールの宣伝活動を行う  
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9.その他の取組み 
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9-1．横浜トリエンナーレサポーター事務局 

 平成 25 年度は、前年度から引き続き定期講座を開催することに加え、「ヨコハマトリエンナ

ーレ 2014」開催に向けて、市民をはじめとする多くの人に「横浜トリエンナーレ」を発信して

いくため、広報など具体的な活動を担うチームを発足するとともに、サポーター同士の交流を

促進し、充実した市民活動の自立を推進することを目標に以下の事業を実施した。 

 

9-1-2.サポーター活動プログラムの企画・実施 

A．定期講座(実施場所：ヨコハマ創造都市センター) 

 従来開催してきたトリエンナーレ学校を定期講座と位置付け、平成 25 年 5 月から平成 26 年

3 月まで、計 10 回開催した。各回の実施日と主な内容及び参加者数は次の通りとなっている。 

 合計 10 回の定期講座を開催した。テーマの構成としては、vol.1 において、組織委員会及び

サポーター事務局の紹介を行うとともに、今後のサポーター活動について意見交換を行うこと

で、横浜トリエンナーレを運営する組織とサポーターとの関係強化を図った。vol.2 では、昨今

のボランティア活動についてレクチャーを設定したとともに、サポーター同士の対話の場を設

け、講師主導のもと意見交換を実施した。このように 5 月 6 月の定期講座の内容としては、本

展に向けサポーター活動が始動したことを印象づける内容を設定した。 

 7 月には森村 AD が登壇し、ヨコハマトリエンナーレ 2014 のコンセプトの紹介、森村氏自

身の考えや思いを伝える回とした。8 月 9 月の定期講座では、他の国際展と横浜トリエンナー

レを対比してみる内容を設定し、それぞれに講師を招聘した。 

 10 月から 12 月は連続講座的に広報というテーマに焦点を当て、SNS や聴く力、そして対話

の提起といったサポーター活動における広報のあり方について学ぶ場を創出した。 

 平成 26 年の 2 月には、ヨコハマトリエンナーレ 2014 の参加作家を講師に迎え、3 月には

森村 AD とサポーターとの対話の場を設定したことで、より本展に向けて活動が展開していく

といったイメージを共有することができた。特に 3 月の定期講座では、課外活動で実践してき

た自主的なサポーター活動プログラムの提案の場であり、また、その他本展におけるプログラ

ム活動についても多くの来場者と情報共有する場となった。 

 

表 9-1-1 トリエンナーレ学校の開催概要 

回 実施日 場所 参加者数 

vol.1 H25.5.15 ヨコハマ創造都市センター3F 40 名 

題 「ヨコハマトリエンナーレ 2014」を動かそう！ 
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主
な
内
容 

・横浜トリエンナーレ組織委員会の紹介 
・「ヨコハマトリエンナーレ 2014」進捗状況の報告 
・ヨコハマトリエンナーレ 2014 に向けたサポーター活動の見通し、方向性の提示 
・来場者（サポーターを含む）と組織委員会との交流の場をつくる 
 登壇者／講師 
 ・帆足亜紀(組織委員会事務局長) 
 ・天野太郎(組織委員会事務局次長／横浜美術館主席学芸員) 
  →美術コラム(以降 vol.2,4,5,6,7,8,9 にて実施) 
 ・山野真悟(サポーター事務局長) 

回 実施日 場所 参加者数 

vol.2 H25.6.26 ヨコハマ創造都市センター3F 40 名 

題 サポーター活動の輪を広げよう！ 

主
な
内
容 

・	 サポーター活動、あるいは市民協働とは 
・	 サポーター活動が盛んになってきた背景・系譜 
・	 サポーター活動、協働の輪を広げるためには 
登壇者／講師 
・松野智義仁(市民参加ディレクター)／対談相手：山野真悟(サポーター事務局長) 

 

回 実施日 場所 参加者数 

vol.3 H25.7.24 ヨコハマ創造都市センター3F 118 名 

題 ヨコハマトリエンナーレ 2014 のコンセプトを語る！ 

主
な
内
容 

・	 ヨコハマトリエンナーレ 2014 のコンセプト紹介 
・	 今後の予定、展開について 
登壇者／講師 
・森村泰昌(ヨコハマトリエンナーレ 2014 AD) 
 ／対談相手：山野真悟(サポーター事務局長) 

回 実施日 場所 参加者数 

vol.4 H25.8.7 ヨコハマ創造都市センター3F 66 名 

題 海外の国際展の今を知ろう！ 

主
な
内
容 

・	 海外の国際展の紹介 
・	 海外の国際展からみる横浜トリエンナーレ 
登壇者／講師 
・大西若人(朝日新聞編集委員)／対談相手：山野真悟(サポーター事務局長) 

回 実施日 場所 参加者数 

vol.5 H25.9.25 ヨコハマ創造都市センター1F 55 名 

題 「コミュニティ」と「トリエンナーレ」の関係について学ぼう！ 
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主
な
内
容 

・	 あいちトリエンナーレ 2013 の紹介 
・	 あいちトリエンナーレからみる横浜トリエンナーレ 
登壇者／講師 
・菊地宏子(あいちトリエンナーレ 2013 コミュニティデザイナー) 
 ／対談相手：山野真悟(サポーター事務局長) 

回 実施日 場所 参加者数 

vol.6 H25.10.23 ヨコハマ創造都市センター3F 44 名 

題 つながりのデザイン 01 
アートの魅力を伝えるソーシャルネットワークの活用方法を学ぼう！ 

主
な
内
容 

・	 ソーシャルネットワークとは 
・	 情報発信ツールの変革とそれによる関わり方の変化 
・	 ソーシャルネットワークの可能性について 
登壇者／講師 
・小林巌生(有限会社スコレックス代表、リンクト・オープン・データイニシアチブ) 

回 実施日 場所 参加者数 

vol.7 H25.11.27 ヨコハマ創造都市センター3F 74 名 

題 つながりのデザイン 02：人の話をうまく引き出す「聴く力」について学ぼう！ 

主
な
内
容 

・	 「聴く」ちからを養う 
・	 聴いたことを表現する 
登壇者／講師 
・宮島真希子(横浜コミュニティデザインラボ) 

回 実施日 場所 参加者数 

vol.8 H25.12.25 ヨコハマ創造都市センター3F 39 名 

題 つながりのデザイン 03：つながりから生まれる広報について学ぼう！ 

主
な
内
容 

・	 vol.6 及び 7 を受けて対話の起こし方、深め方についてワールドカフェという手法を用い
て実践する 

登壇者／講師 
・松野智義仁(市民協働ディレクター) 

回 実施日 場所 参加者数 

vol.9 H26.2.5 ヨコハマ創造都市センター3F 63 名 

題 ヨコハマトリエンナーレ 2014 参加作家が語る！ 

主
な
内
容 

・	 ヨコハマトリエンナーレ 2014 参加作家について知る機会を創出する 
・	 講義並びに対談を通じて参加作家への理解を深める 
・	 質疑応答によって参加作家との交流を図る 
登壇者／講師 
・	 和田昌宏(アーティスト、ヨコハマトリエンナーレ 2014 参加作家) 
／対談：庄司尚子（ヨコハマトリエンナーレ 2014 コーディネーター） 

回 実施日 場所 参加者数 

vol.10 H25.3.26 ヨコハマ創造都市センター3F 108 名 
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題 森村泰昌×サポーター ヨコハマトリエンナーレ 2014 開催に向けて語ろう！ 

主
な
内
容 

・	 森村 ADとサポーターとの対話の場を通じて、サポーター活動への理解を深める 
・	 今までのサポーター活動を振返るとともに本展に向けた活動の全体像を把握する 
・	 本展での活動の可能性を広げる 
登壇者／講師 
・	 森村泰昌(ヨコハマトリエンナーレ 2014 AD) 
・	 端山聡子(横浜美術館教育プロジェクトチーム) 
・	 サポーターチームリーダー 

 

図 9-1-1 トリエンナーレ学校 vol.3 の様子 図 9-1-2 トリエンナーレ学校 vol.8 の様子 

図 9-1-3 トリエンナーレ学校 vol.9 の様子 図 9-1-4 トリエンナーレ学校 vol.10 の様子 
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B．課外活動 

 平成 25 年度から始めた新たな取組みとして、サポーターの自主的な活動を課外活動と位置付

け、トリエンナーレ学校という座学形式ではない、実践的かつ参加型の活動として実施した。

各回の実施日と主な内容及び参加者数は次の通り。 

 各月第 2日曜日を中心に課外活動を計 10 回実施した。その中では、5つのチームごとのグル

ープワークを行い、平成 25 年度における活動計画を立案するとともに、平成 26 年に入ってか

らは、本展開催までの期間及び本展開催中における活動計画を検討・立案した。 

 このようなグループワークの他に、チームの横断的な活動としてカウントダウンイベントを

実施した。これは、300 日前、200 日前と本展開催日から起算して 100 日単位を期日としてイ

ベントを実施するものであり、ヨコハマトリエンナーレ 2014 の広報とサポーター活動の広報

を目的に実施するものである。企画の立案にあたっては、イベント・企画チームが主導的に行

いリーダー同士の情報共有の場「リーダー会議」にて他のチームのリーダーと議論し企画を検

討した。また、「あいちトリエンナーレ2013遠足企画」や「LOGBOOK in 黄金町バザール2013」

など課外活動という枠組みではない自主的な活動もみられるに至った。 

 前出のリーダー会議はサポーター自身による呼びかけから始まり、月に 1 回程度の頻度で開

催され、チームリーダー同士の情報共有の場として機能したとともに、カウントダウンイベン

ト等チーム横断的な取組みにおいてサポーター同士が議論する場として機能した。また、運営

委員会に諮る事項の整理を行うとともに、講師（市原氏、藤原氏）との交流の場ともなった。 

 

表 9-1-2 課外活動の開催概要 

回 実施日 主な内容,場所,進行 参加者数 

vol.1 H25.6.16 

サポーター活動を実践しよう！（場所：Site-D 集会場） 
・課外活動プログラム／講師紹介 
・	 4 チーム（イベント・企画、LOGBOOK、こども向けアー
ト、会報・宣伝）に関するガイダンス 

・	 こども向けアートチームは後にこどもアートチーム、会
報・宣伝チームは後にフリペチームへ改名 

・チーム分けと今後の活動について 
・	 交流会 
 登壇者／講師 
・	 市原幹也(演劇作家／演出家、以下省略) 
 ・藤原ちから(編集者／フリーランサー、以下省略) 

28 名 

vol.2 H25.7.21 
活動のプランを考えよう！(場所：Site-D 集会場) 
・	 ヨコトリ 2011 でのサポーター活動の振返り 
・	 グループワーク 

29 名 

vol.3 H25.8.11 活動の可能性を広げよう！（場所：Site-A ギャラリー、進行：
LOGBOOKチーム） 

23 名 

128



・	 ヨコトリ 2011 おもてなしチームの活動振返り 
・	 LOGBOOK 体験 
・	 グループワーク 
登壇者／講師 
・藤原ちから 

- H25.9.8 

あいちトリエンナーレ 2013 へ行こう！(企画運営：イベント・
企画チーム) 
・	 あいちトリエンナーレ 2013 でのサポーター活動について
学ぶ 

・	 サポーター同士の交流を促進する 
※	 遠足に先がけ 8 月 30 日に事前説明会を実施。参加者は全
て実費（ただし、サポーター事務局の負担でボランティ保険
は加入）。 

19 名 

vol.4 H25.9.22 

サポーター活動のイメージを膨らませよう！（場所：Site-D 集
会場、進行：イベント・企画チーム） 
・	 あいちトリエンナーレ 2013 遠足企画の報告会「サポータ
ーズ・サロン」 

・	 フリペロゴデザイン案への投票、決定 
・	 グループワーク 
登壇者／講師 
・市原幹也 

20 名 

回 実施日 主な内容 参加者数 

vol.5 H25.10.5 

ヨコトリ 2014 開催 300 日前カウントダウンイベント 
みんなでハンマーヘッドを見に行こう！(場所：ハンマーヘッド
スタジオ、進行：イベント・企画チーム) 
・	 ヨコトリ 2014 開催 300 日前を記念して、サポーター活動
の気運向上を目指したイベント 

・	 フリペ創刊を記念し、JR 桜木町駅からハンマーヘッドスタ
ジオに向けてフリペを配布しヨコトリとサポーター活動を
広報（創刊記念 Tシャツを着衣し、横浜美術館他、創造界隈
形成拠点を中心に配布） 

・	 ハンマーヘッドスタジオ見学及び池田氏、冨士田氏、山野
氏の 3者によるアートトークの実施 

・	 サポーターの愛称案への投票 
・	 交流会の実施 
フリペ第 1号発行(フリペチーム、5,000 部) 
・横浜市市民活動支援センターにて 10/4 に印刷 
登壇者／講師 
・	 池田修(BankART1929 代表) 
・	 冨士田美枝子(組織委員会事務局次長) 
・	 山野真悟(黄金町エリアマネジメントセンター事務局長) 

30 名 

- H25.11.3 
LOGBOOK in 黄金町バザール 2013（場所：Site-C） 
・LOGBOOK チームの自主的な企画として黄金町バザール
2013 内にて LOGBOOK体験を実施 

22 名 
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vol.6 H25.11.10 

LOGBOOK を使ってまちを航海しよう！(場所：黄金スタジオ、
進行：LOGBOOK チーム) 
・	 LOGBOOK の体験及び制作 
・	 グループワーク 
・	 サポーター愛称決定：「ハマトリーツ！」 
登壇者／講師 
・市原幹也 

20 名 

vol.7 H25.12.8 

森村泰昌 個展を観に行こう！(場所：原美術館・資生堂ギャラ
リー、進行：イベント・企画チーム) 
・	 作品を通じてヨコトリ 2014AD を理解する 
・	 作品鑑賞後、サポーターズ・サロンを開催し、交流を深め
る。 

・	 デザインチームの発足 

37 名 

- H25.12.15 

声のたからさがし（こどもアートチームイベント） 
・	 ふりーふらっと野毛山の協力を得て実施 
・	 こども(小学生)を対象に施設内を声のヒントを得てたから
さがしするワークショップ 

・	 13 名の参加 
フリペ第 2号発行(フリペチーム、5,000 部) 
忘年会企画（イベント・企画チーム） 
・サポーター自主企画 

- 

回 実施日 主な内容 参加者数 

vol.8 H26.1.13 

ヨコトリ 2014 開催 200 日前カウントダウンイベント 
未来の自分へ『忘却の手紙』を送ろう！ 
・	 サポーター活動の気運向上を目指したイベント 
・	 MARK IS みなとみらいを舞台にヨコトリ 2014 のメイン
ビジュアルを完成させるスタンプラリーの実施。 
※横浜美術館にも拠点を設置し、回遊性を創出 

・	 ヨコトリ 2014 の広報活動 

53 名 

参加者 

420 組 

vol.9 H26.2.9 

活動を進化させよう！(場所：横浜市教育会館、進行：こどもア
ートチーム) 
・	 講師による今年度の課外活動の振返り 
・	 グループワーク（来年度の活動計画案・検討） 
・	 おもてなしプロジェクトの構想紹介 
登壇者／講師 
・	 市原幹也、藤原ちから 

28 名 

vol.10 H25.3.9 

活動を進化させよう！その 2 (場所：横浜市教育会館、進行：
フリペチーム) 
・	 グループワーク（来年度の活動計画立案・まとめ） 
登壇者／講師 
・	 市原幹也 

29 名 
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9-1-3.運営委員会の設置 

 平成 25 年度の課外活動を中心としたサポーター活動の方向性を検討していく場として、組織

委員会、サポーター事務局、サポーターの 3 者からなる運営委員会を設置した。そこでは、運

営委員及び事務局を下表の通り定めるとともに決議事項についても定めた。参加者に関しては、

運営委員の他、組織委員会、サポーター事務局双方の事務局員のほか、必要に応じてチームリ

ーダーを招聘することで、自主的な活動に関して情報共有を図った。 

 運営委員会では、各チームの活動の現状を共有する場であったとともに、カウントダウンイ

ベントなどチーム横断的なイベントに関して、企画を検討する場として機能した。また、2/9

の課外活動より来年度の活動計画について議論するとともに横浜美術館の教育 PT の参画を得

て本展でのサポーター活動について情報共有した。 

 

 

図 9-1-5 課外活動 vol.2 の様子 図 9-1-6 課外活動 vol.5 300 日前カウントダウン

イベントの様子 

図 9-1-7 課外活動 vol.5 200 日前カウントダウン

イベントの様子 
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9-1-4.サポーター登録 

 平成 25 年 3 月末にてサポーター登録者数は 983 名であった。平成 26 年 3 月末現在で、サ

ポーター登録者数は1,267名となり、増加率は28.9％であった。登録方法は昨年度に引き続き、

ホームページ上での登録をはじめ、トリエンナーレ学校においてもサポーター登録ができるよ

うにした。 
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9-2．日和アートセンター 

 本プログラムは、平成 23 年度から継続して取り組む被災地復興支援活動で、アートの力によ

って、被災地・石巻の未来を考える場（プラットフォーム）づくりを目的としている。横浜市

や北仲スクールと連携して実行委員会を組織し、事務局を NPO内に設置している。地域から借

り受けた店舗をコンバージョンした「日和アートセンター」を活動拠点とし、主に国内外のア

ーティストの滞在制作と、石巻のアーティストの制作支援を行っている。今年度は、石巻のア

ーティストへの支援に力を入れ、アーティスト同士のネットワークを強化した。また、新たに

レンタルスペース事業を始動し、施設の自立した運営を目指している。 

 

A．アーティスト・イン・レジデンス 

 国内外のアーティストを日和アートセンターに招聘し、石巻にちなんだ作品を制作するほか、

積極的に地域住民及び地域アーティストとの交流を行う。 

 

a）リチャード・バイヤーズ「光とつくる」 

・アーティスト｜リチャード・バイヤーズ 

・滞在期間｜2013 年 3 月 12 日（火）～5月 13 日（月） 

・展示期間｜2013 年 4 月 12 日（土）～5月 12 日（日） 

・入場者数｜759 人 

 

 

 

 

 

 

 

b）「石巻四次元横丁」 

・アーティスト｜幸田千依 

・滞在期間｜2013 年 7 月 19 日（金）～8月 24 日（土） 

・展示期間｜2013 年 8 月 23 日（金）～9月 8日（日） 

・入場者数｜387 人 
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B．地域アーティスト支援プログラム 

 地域のアーティストの発表の場の提供及びアーティストのネットワークの拡張を行った。ま

た、アーティストを志す学生と恊働し、展覧会開催のためのノウハウを提供した。 

 

a）「石巻四次元横丁」 

・アーティスト｜佐立るり子、ちばふみ枝、宮本悠合、

四倉由公彦 

・滞在期間｜2013 年 8 月 12 日（月）～8月 22 日（木） 

・展示期間｜2013 年 8 月 23 日（金）～9月 8日（日） 

・入場者数｜387 人 

 

b）5 人の時間展「意識のながれ」 

・アーティスト｜佐立るり子、ちばふみ枝、宮本悠合、

四倉由公彦 

・滞在期間｜2013 年 8 月 12 日（月）～8月 22 日（木） 

・展示期間｜2013 年 8 月 23 日（金）～9月 8日（日） 

・入場者数｜283 人 
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C．関連企画／ワークショップ 

 アーティスト・イン・レジデンス及び地域アーティスト支援プログラムの展覧会に関連した

ワークショップやイベント等を開催した。 

 

a）「光とつくる」展オープニングパーティー 

・アーティスト｜リチャード・バイヤーズ 

・日程｜4月 12 日（土） 

・参加人数｜23 人 

 

 

 

b）風景ドローイングのリクエスト 

・内容｜描いてほしい石巻の風景を募集し、アーティ

ストがドローイング作品を制作した。 

・アーティスト｜リチャード・バイヤーズ 

・日程｜2013 年 4 月 12 日（土）～5月 12 日（日） 

・参加人数｜56 人 

 

 

c）「光とつくる」夜間開館＋特別映像上映会 

・内容｜映像作品をよりよい環境で鑑賞できるよう一

日限定の夜間開館を実施。過去作品の映像も特別上映

した。 

・アーティスト｜リチャード・バイヤーズ 

・日程｜2013 年 5 月 11 日（土）19:00～21:00 

・参加人数｜55 人 

 

d）石巻駅周辺の横丁から詠む物語の会 

・内容｜地域の知識人によりかつての石巻の街並を紹

介するまちあるきツアーを開催した。 

・	 アーティスト｜邊見清二、今村正誼、四倉年思也、

佐藤匡 
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・日程｜7月 20 日（土）、21 日（日）、27 日（土）、28 日（日）全 4回、13:00～15:00 

・参加人数｜39 人 

 

e）門脇中学校美術部「カオパネ制作隊」 

・内容｜中学生とともに商店の顔出し看板の制作した。 

・アーティスト｜石巻市立門脇中学校美術部員 

・日程｜8月 6日（火）～8月 9日（金） 

・参加人数｜8人 

 

 

f）浅井元義氏による「復刻！土曜写生会」 

・内容｜かつて行われていた写生会を石巻の文化とし

て復刻した。 

・アーティスト｜浅井元義 

・日程｜8月 10 日（土） 

・参加人数｜10 人 

 

 

g）近道？寄り道？「マイ横丁マップ」を描こう！ 

・内容｜地域の小学生を対象に、地図を用いたワークシ

ョップを開催した。 

・アーティスト｜大林政夫 

・日程｜8月 18 日（日）13:00～16:00 

・参加人数｜6人 

 

 

h）展覧会「石巻四次元横丁」のオープニングパーティー 

・アーティスト｜佐立るり子、ちばふみ枝、宮本悠合、四倉由公彦 

・日程｜8月 23 日（金） 

・参加人数｜25 人 
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D．スペースレンタル事業 

a）東北羊手紡ぎワークショップ【ワークショップ】 

・内容｜タマネギ染め、糸紡ぎ 

・主催｜TohokuCraft＋吉田麻子 

・日程｜9月 15 日（日）9月 16 日（月・祝） 

・入場者数｜17 人 

 

 

 

b）子どものまちいしのまき【イベント】 

・内容｜子どもが主体のまちづくりを目指し、子どもた

ちが公共機関や行政、お店などをつくり、働き稼いで遊

ぶイベント。日和アートセンターも会場の一部となった。 

・主催｜子どものまちいしのまき実行委員会 

・日程｜2013 年 10 月 5 日（土）6 日（日） 

・入場者数｜155 人 

 

c）東北羊手紡ぎワークショップ【ワークショップ】 

・内容｜糸紡ぎ、編み物 

・主催｜TohokuCraft＋吉田麻子 

・日程｜11 月 23 日（土）、24 日（日）、1 月 26 日

（日） 

・入場者数｜22 人（11/23-24）、18 人（1/26） 

 

 

d）金子宏・佐藤哲平『ほっと一息、ほっこり二人展』

【滞在制作＋展覧会】 

・内容｜地域の小学校教諭による詩とパステル画の作品

展 

・主催｜金子宏・佐藤哲平 

・日程｜2014 年 1 月 2 日（木）～1月 13 日（月・祝） 

・入場者数｜67 人 
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e）吉田麻子×スサイタカコ×TohokuCraft『モケモヶコ

タツビヨリ２』【展覧会＋ワークショップ】 

・内容｜一年間日和アートセンターで開催したワークシ

ョップの成果を発表する展覧会。 

・主催｜吉田麻子×スサイタカコ×TohokuCraft 

・日程｜2014 年 3 月 18 日（火）～23 日（日） 

・入場者数｜152 人 
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10.アンケート調査結果 
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10-1.黄金町バザール 
配布期間 2013 年 9 月 14 日（土）～11 月 24 日（日） 

配布場所 高架下スタジオ Site-B、イベント開催時 

回収枚数 133 枚（回答率不明） 

対象 黄金町バザール 2013 会期中、来場者を対象としたアンケートを実施した。 

備考 アンケート用紙は P.157 参照 

 

 

 

19歳
以下 
14% 

20歳代 
32% 

30歳代 
17% 

40歳代 
20% 

50歳代 
10% 

60歳代 
4% 

70歳代 
0% 

80歳以上 
0% 

無回答 
3% 

男性 
29% 

女性 
55% 

無回答 
16% 

横浜市
内 
52% 

横浜市
外 
20% 

神奈川
県外 
26% 

無回答 
2% 

徒歩 
8% 

自家用車 
1% 

バス 
2% 

電車 
84% 

その他 
4% 

無回答 
1% 

図 10-1-1 あなたの性別を教えて下さい 図 10-1-2 あなたの年代を教えて下さい 

図 10-1-3 どこから来ましたか 

 

図 10-1-4 どうやって来ましたか 
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前売り 
14% 

当日 
80% 

未購入 
5% 

無回答 
1% 

会場内イ
ンフォ
メーショ
ン 
67% 

地域の
商店 
19% 

その他文
化施設 
4% 

無回答 
10% 

図 10-1-5 パスポートをいつ購入しましたか 

 

図 10-1-6 パスポートをどこで購入しましたか 

 

安い 
7% 

適正 
65% 

高い 
19% 

無回答 
9% 見にく

い 
14% 

普通 
48% 

見やす
い 
31% 

無回答 
7% 

図 10-1-7 パスポートの価格は適正ですか 

 

図 10-1-8 パスポートは見やすかったですか 

 

利用
した 
12% 

利用し
てない 
78% 

無回答 
10% 

図 10-1-9 パスポートの初黄日商店会の特典を

利用しましたか 141



 
図 10-1-10 「黄金町バザール 2013」をどのように知りましたか（当 NPOの発信情報） 

 

 
図 10-1-11 黄金町バザール 2013」をどのように知りましたか（他の媒体からの発信情報） 
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とても
わかり
やすい 
4% 

わかり
やすい 
22% 

どちら
ともい
えない 
14% 

少し
わか
りに
くい 
10% 

わかり
にくい 
7% 

無回答 
43% 

とても
良かっ
た 
24% 

良かっ
た 
56% 

どち
らと
も言
えな
い 
8% 

あまり
良くな
い 
1% 

良くな
い 
0% 無回答 

11% 

図 10-1-12 駅前、会場内の案内板などサイン看板は分

かりやすかったです 

図 10-1-13 「黄金町バザール 2013」の展示内容はど

うでしたか 

ある 
44% 

ない 
52% 

無回答 
4% 良く

なった 
11% 

多少良く
なった 
8% 

どちらと
も言えな
い 
19% あまり

変わら
ない 
4% 悪く

なった 
1% 

無回答 
57% 

図 10-1-14 これまでに「黄金町バザール」に来

たことはありますか 

図 10-1-15 他の年と比べてどう思いますか（これまでに「黄

金町バザール」に来たことがあると回答した人のみ） 
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〈考察〉 

・	 来場の性別は、「女性」が 55%、「男性」29%と女性の方が多い（図 10-1-1）。また、年齢

は「20 歳代」の 32%が最も多い。性別の割合、年代の上位の割合は平成 24 年度とほとん

ど変化はないが、19 歳以下の割合が 0.43%から 14%にまで上がっていることが特徴的で

ある（図 10-1-2）。 

・	 『どこから来ましたか』という問いについて、「横浜市内」が 52%と最も多い。また、「横

浜市外」が 20%で、神奈川県からの来場者がほとんどであることが分かる。また、来場者

の交通手段は 84%が「電車」である（図 10-1-5）。 

・	 パスポートの購入について、当日券 80%の人が当日券の購入をしており、前売券は 14%の

人しか購入していなかった。また当日券の価格について、700 円を設定（平成 24 年度より

200 円増）したが、65%が「適正」と回答している。 

・	 パスポートの見やすさについては「普通」の 48%と、「見やすい」の 31%がほとんどを占

めている。一方で、パスポートの見やすさに関わらず、初黄日商店会の特典を利用した人は

12%しかいなかった。 

・	 『黄金町バザール 2013 をどのように知りましたか』という問いについて、当 NPOの発信

媒体の内、「チラシやポスター」から情報を得た人が最も多い。他の媒体については、「友人・

知人の紹介、口コミ」が圧倒的に多い。 

・	 会場サインの分かりやすさについては、無回答が 43%で、残りの 57%のうち「分かりやす

思う 
62% 

多少思
う 
27% 

どちら
とも言
えない 
5% 

あまり
思わな
い 
1% 

思わな
い 
0% 

無回答 
5% 

期待す
る 
74% 

多少期
待する 
18% 

わから
ない 
2% 

あまり
期待し
ない 
1% 期待し

ない 
0% 

無回答 
5% 

図 10-1-16 「黄金町バザール」まちのイメージに向上

に貢献していると思いますか 

 

図 10-1-17 今後の「黄金町バザール」に期待しますか 
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い」の 22%が最も多いが、「分かりにくい」「少し分かりにくい」を合わせると 17%となり、

回答にはばらつきがあった。 

・	 展示内容は「良かった」と回答した 56%が最も多く、次いで「とても良かった」の 24%が

多い。 

・	 『これまでに黄金町バザールに来たことがありますか』という問いは、半数以上の 52%が

「ない」と回答している。つまり、黄金町バザールに初めて来たと回答した人が半数を占め

ており、この結果は平成 24 年度の同質問に対する回答とほとんど変わらない数値であった

（平成 24 年度は「黄金町バザールに今回初めてきた」と回答した人が 51.75%）。 

・	 『黄金町バザールはまちのイメージが向上に貢献していると思いますか』という問いでは、

「思う」、「多少思う」と回答した人が 89%であった（図 10-1-13）。 

・	 今後の黄金町バザールに期待しますか』という問いについて、74%の人が「期待する」と

回答している（図 10-1-14）。 
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10-2.ワンデイバザール フリーマーケット出店者アンケート 

フリーマーケットの出店者を対象に、アンケート調査を行った。結果は以下のとおりである。 

回答数：58 枚 

 

 

 

 

 

10代 
5% 

20代 
14% 

30代 
21% 

40代 
27% 

50代 
14% 

60代 
17% 

70代 
0% 

80代 
0% 

無回答 
2% 

女 
77% 

男 
21% 

無回答 
2% 

図 10-2-1 あなたの年齢を教えて下さい 図 10-2-2 あなたの性別を教えて下さい 

HP 
24% 

チラシ 
24% 

知人の紹
介 
24% 

メール
ニュース 
5% 

Faceboo
k 
2% 

その他 
16% 

無回答 
5% 

イベント
に興味が
ある 
34% 

近所なの
で 
38% 

色んなフ
リマに参
加してい
る 
12% 

安いので 
2% 

その他 
12% 

無回答 
2% 

図 10-2-3 フリーマーケットの出店募集について、どの

ように知りましたか 

図 10-2-4 出店したきっかけはなんですか 
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〈考察〉 

・	 参加者は 20 歳代から 60 歳代まで幅広いが、特に 40 歳代の 27%が最も多い。また、参加

者の性別は 77%が女性である。 

・	 参加者の出店者募集について、「ホームページ」、「チラシ」、「知人の紹介」がそれぞれ 24%

であることから、情報入手の方法は様々であることが分かる。 

16 
5 

7 
1 

3 
4 

1 
2 

6 
1 

10 
2 

0 5 10 15 20 

南区 
鶴見区 
中区 
西区 

神奈川区 
金沢区 
磯子区 

保土ヶ谷区 
戸塚区 
港南区 
市外 
無回答 

参加する 
97% 

参加しな
い 
3% 

図 10-2-5 あなたのお住まいを教えて下さい 

図 10-2-6 フリーマーケットにまた参加したいと思い

ますか 
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・	 出店したきっかけについては、「近所なので」という回答 38%が最も多いことから、近隣住

民に情報が届いていることが伺える。また、34%の人は「イベントに興味がある」と回答

していた。 

・	 参加者の住まいについて、横浜市内がほとんどで、特に南区からの参加が最も多い。 

・	 今後について、98%の参加者がまた参加したいと回答している。 
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10-3.黄金町芸術学校 

 各講座の授業終了後にアンケート（P.159 参照）を配布し、年齢や性別など受講生に関する

情報と、授業の評価を調査した（一部の授業ではアンケート用紙の配布ができなかった）。本ア

ンケートの回答率は 51.1%であった。 

 

配布期間 2013 年 5 月 6日（金）～2014 年 3月 28 日（金） 

配布総枚数 793 枚 回収総枚数 406 枚 回答率 51.1％ 

 

表 10-3-1 講座別にみたアンケートは配布・回答について 

講座名 配布枚数（枚） 回収枚数（枚） 回答率（%） 

アートマネジメントコース＋特別講座 363 188 49.8 

まちづくりコース 125 105 84 

建築コース 64 8 12.5 

水彩画コース 42 28 66 

写真コース 58 17 29.3 

陶芸コース 39 8 20.5 

服飾コース 38 7 18.4 

小説コース 35 20 57 

木工コース 29 25 86.2 

 

19歳以
下 
1% 

20歳代 
27% 

30歳代 
16% 40歳代 

29% 

50歳代 
11% 

60歳代 
10% 

70歳代 
3% 

無回答 
3% 

男性 
31% 

女性 
67% 

無回答 
2% 

図 10-3-1 受講生の年代 図 10-3-2 受講生の性別 
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図 10-3-1 講座別にみた受講生の年齢 

 

 

図 10-3-2 講座別にみた受講生の性別 
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図 10-2-3 講座別にみた受講生の住まい 

 

 
図 10-3-4 講座別にみた受講生の職業 
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図 10-3-5 講座を受講した理由は何ですか 

 

 

図 10-3-6 授業内容はどうでしたか 
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図 10-3-7 また受講したいと思いますか  
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〈考察〉 

A．受講生について  

• 受講生の年齢層は、20歳代から70歳代まで幅広い年齢層の人が受講した。その割合は20歳代

27%と最も多く、次に40歳代が29%となっている。講座によって年齢層の割合は様々だが、

木工コースや水彩画コースは60歳代の年齢層が最も多いことが特徴的である。また、専門講

座の３コースは20歳代の割合が多い 

• 受講生の性別は、女性が全体の67%の割合を占めている。特に、アートマネジメントコース

は受講生のほとんどが女性であった。 

• 講座に関わらず、受講生のほとんどが横浜市内から来ている。 

• 受講生の職業について、専門講座に参加する 

• 黄金町芸術学校の情報入手について、図11-2-4よりwebサイトを通じて情報を入手している

人が33.33%と最も多く、その次に16.21%のチラシが多い。このことから、今後は、webサ

イトやチラシから情報を入手するための更なる工夫が必要である。 

 

B．授業について  

• 講座別に受講理由をみると、どの講座においても「内容に興味があった」または「前回からの

継続」という回答が多いことから、継続的に受講している人が多いことが分かる。 

• 授業に対する満足度について、どの講座も「大変満足」という回答が多い。・ 「また受講

したいと思いますか」という質問では、どの講座も「また受講したいと思う」という回答をし

ていた。 
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11.参考資料 
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11-1.黄金町バザール_ 

a）アーティスト滞在・展示 

アーティスト 滞在期間 

couch 2013 年 7 月 12 日～9月 19 日 

太田遼 2013 年 7 月 20 日～9月 14 日 

何千里 2013 年 7 月 23 日～9月 22 日 

タイ・ハン・ホン 2013 年 7 月 24 日～10 月 22 日 

ウォック・ザ・ロック 2013 年 7 月 26 日～9月 30 日 

ジョーイ・コブコボ 2013 年 7 月 30 日～9月 28 日 

ピエール・ジャン・ジルー 2013 年 8 月 13 日～9月 23 日 

和田昌宏 2013 年 8 月 19 日～9月 25 日 

トーラープ・ラープジャロエンスック 2013 年 9 月 1日～10 月 23 日 

ユ・ソラ 2013 年 9 月 8日～11 月 8日 

ファン・カン 2013 年 9 月 12 日～10 月 16 日 

Off-Nibroll 2013 年 7 月 8日～9月 13 日 

鎌田友介 2013 年 8 月 18 日～9月 12 日 

臼田香織 2013 年 6 月 27 日～9月 10 日 

ムハマド・ハビブ・アクラム 2013 年 8 月 25 日～9月 7日 

菅原康太＋石神夏希 2013 年 7 月 13 日～9月 13 日 
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b）バザールアンケート用紙 

表面 
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裏面 
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11-2.黄金町芸術学校_アンケート用紙 

表面 

 
 

黄金町芸術学校 アンケート            月   日（  ） 
 
本日は、黄金町芸術学校を受講していただきありがとうございました。黄金町芸術学校では、さまざまな分

野の授業を開講していく予定です。今後、より充実した講座を展開していきたいと思いますので、ぜひみな

さまのお声をお聞かせください。  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊                                 
このアンケートにはじめてお答えいただく方に質問です。 
1.あなたの年代を教えて下さい。 

 19 歳以下・20 歳代・30 歳代・40 歳代・50 歳代・60 歳代・70 歳代・80 歳以上 

 

2.あなたの性別を教えて下さい 

 男 性 ・ 女 性 

 

3.あなたのお住まいを教えて下さい。 

 神奈川県【横浜市内（           区）、b.神奈川県横浜市外（           市）】 

 神奈川県以外（          都・道・府・県） 

 

4.黄金町芸術学校をどのようにして知りましたか？ 

 □黄金町エリアマネジメントセンターの HP □まちづくりニュース（どこで？           ）   

 □メールニュース □チラシ（どこで？          ） □SNS（Twitter/Facebook/その他） 

 □知人の紹介 □口コミ □その他（                              ） 

 

4.受講の申込み方法は分かりやすかったですか？ 

 とても分かりやすい・分かりやすい・普通・分かりにくい・とても分かりにくい 

 

5.受講の申込み手続きは簡単でしたか？ 

 とても分かりやすい・分かりやすい・普通・分かりにくい・とても分かりにくい 
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裏面 

みなさんに質問です。 
5.本日の受講のきっかけを教えてください。 

 前回からの継続・内容に興味があった・担当講師やゲストに興味があった・その他（         ） 

6.授業の内容は分かりやすかったですか？ 

 大変分かりやすかった・分かりやすかった・普通・分かりにくかった・大変分かりにくかった 

（理由：                                            ） 

7.本日の授業の内容はいかがでしたか？ 

 大変満足・やや満足・普通・やや不満・不満 

（理由：                                            ） 

8.講師の話し方は聞き取りやすかったですか？ 

 とても聞きやすい・聞きやすい・普通・聞きにくい・とても聞きにくい 

（理由：                                            ） 

9.本日の授業の時間はいかがでしたか？ 

 長すぎる・やや長い・ちょうど良い・やや短い・短すぎる 

10.受講料はどうでしたか？ 

 高すぎる・やや高い・ちょうど良い・やや安い・安すぎる 

11.また受講したいと思いますか？ 

 思う・多少思う・どちらとも言えない・あまり思わない・全然思わない 

 （理由：                                          ） 

12.今後どのような授業を受講したいですか？ 

 絵画・映像・写真・木工・建築・その他（                           ） 

13.その他何か感想があればご記入下さい。 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました！ 

 

★★黄金町エリアマネジメントセンターからイベントに関するニュースをメールにて配信しています！★★ 

受信をご希望の方は下記に氏名とアドレスをご記入ください。※既に登録されている方は未記入で構いません。 

フリガナ 

氏 名 

mail                       ＠                       

※ご記入いただいたメールアドレスは、メールニュースの情報配信登録以外には使用しません。      
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11-3.広報_メディア掲載 

 

2013 年 6 月 15 日 朝日新聞（日刊） 

 

 

2013 年 9 月 15 日 産経新聞 
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『ジープニープレス』Vol.11 No.5  Sep-Oct.2013 

 
2013 年 10 月 20 日 産経新聞 
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2013 年 11 月 16 日 函館新聞 

 

 
2013 年 11 月 21 日 毎日新聞（神奈川） 
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2013 年 12 月 13 日 神奈川新聞（日刊） 
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11-4．運営・実施体制 

a）運営体制 

役員（理事） 15 名 

事務局 事務局長 

事務局次長 

常勤スタッフ 9 名 

Kogane-X Lab. 1 名 

市民協働事業 1 名 

正会員 22 名 

賛助会員 128 名 
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平成 30 年 12 月７日 修正箇所 

  

・P.98 視察受け入れ件数 
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