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ヨコハマ創造都市を巡る

ヨコハマ創造界隈

前期

リレーレクチャー

山野真悟（黄金町バザールディレクター）

5月18日［金］19：30〜21:00

2018年5月〜2019年2月 金曜の夜

7月13日［金］19：30〜21:00

会場：黄金スタジオ

会場：YCC ヨコハマ創造都市センター

〒231-0054 横浜市中区黄金町2-7

参加費：各回1,000円

（5回パス券3,000円・ 10回パス券5,000円）

〒231-8315 横浜市中区本町6-50-1

吉本光宏（ニッセイ基礎研究所主席研究員・芸術文化プロジェ

横浜市が創造都市構想を打ち出したのが2003年。2004年に

クト室長）

誕生した BankART1929を筆頭に街なかに様々な文化活動拠

6月15日［金］19：30〜21:00

点がこれまでに誕生してきた。こうした公的予算が導入されて

会場：急な坂スタジオ

〒220-0032 横浜市西区老松町26−1

〒231-0005 横浜市中区本町1- 6

現在では民間のプログラムも増えて1,000名を越えるクリエイター

梶山祐実（横浜市都市整備局企画部都市デザイン室長）
6月29日［金］19：30〜21:00

が活動するゾーンへと成長してきている。このプログラムでは、
急な坂スタジオ、初黄・日ノ出町地区（黄金町エリア）
、象の鼻

会場：開港記念会館7号室

テラス、YCC、THE BAYS 等の主要拠点の他、この地域にお

〒231-0005 横浜市中区本町1- 6

いて重要な役割を担い活発に活動している団体、チーム、シェ

加藤弓奈（急な坂スタジオディレクター）

8月3日［金］19：30〜21:00

会場：開港記念会館7号室

いる施設を中心にヨコハマ創造界隈は徐々に形成されてきたが、

長田哲征（YCC ヨコハマ創造都市センター 館長）

池田 修（BankART1929代表）
9月14日［金］19：30〜21:00
会場：未定

岡田 勉（象の鼻テラス アートディレクター）
10月5日［金］19：30〜21:00

アスタジオ等、また創造都市のフレームの構築を担った組織や
行政の方にもお話を伺う。
「巡る」とあるように開催場所はその

会場：象の鼻テラス

都度変わり、原則各拠点の施設を順繰りに巡ることになる。

〒231-0002 横浜市中区海岸通1
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神部 浩（横浜市文化観光局部長）
10月26日［金］19：30〜21:00
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ルタナティブ・ネットワーク）

佐々木龍郎（佐々木設計事務所 / 横濱まちづくり倶楽部副理事長）

JR関内駅

Isezaki

恵良隆二（横浜市芸術文化振興財団常務理事）＋ 杉崎栄介

川島 史（リビタ/BUKATSUDO マネージャー）

ChinaTown

Kannai

横浜にぎわい座

木村洋太（株式会社 横浜 DeNAベイスターズ・執行役員 事業本部 本部長）
（アーツコミッション・ヨコハマ）

THE BAYS

Bashamichi

後期｜日程、場所未定。随時、HP に掲載。

YamashitaPark
神奈川県民ホール
Kanagawa Kenmin Hall
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治田友香（関内イノベーションイニシアティブ株式会社代表取締役）
佐藤 信（若葉町ワーフ代表 / 劇作家、演出家）
他
主催：クリエイティブネットワーク実行委員会

黄金スタジオ
Koganecho

若葉町ワーフ

予約・問合せ｜事務局（BankART1929）

町

金

黄

cn@bankart1929.com
TEL 045-663-2812 FAX 045-663-2813
231-0012 横浜市中区相生町 3-61 泰生ビル 410

アーティストトーク
2018年5月〜2019年2月 土曜 19:00〜20:30
会場：BankART Home
参加費：無料（ワンドリンクのオーダーをお願いします ）

ヨコハマ創造都市を形成してきたクリエイターによるアーティストトー
クのシリーズ。毎週土曜日の夕刻7時〜8時30分、ドリンク片手
に誰でも気軽に参加できるトークショー。

5/19
5/26
6/2
6/9
6/16
6/23
6/30
7/7
7/14
7/21
7/28
8/25
9/1
9/8

開発好明（アーティスト）
松本秋則（アーティスト）
矢内原美邦 / 高橋啓祐（パフォーマンス / 映像）
岩本唯史 ( 株式会社水辺総研 )
中村恩恵（振付家・舞踊家）
小泉雅生（小泉アトリエ / 建築家）
野老朝雄（アーティスト）
伊藤康文（株式会社泰有社）
高橋 寛＋晶子（WORK STATION/ 建築家）
曽我部昌史＋加茂紀和子（みかんぐみ/ 建築家）
丸岡ひろみ（TPAM）
矢内原充志（ファッションデザイナー）
西田 司（オンデザイン / 建築家）
竹内昌義＋マニュエル・タルディッツ

（みかんぐみ / 建築家）

9/15 村田 真（美術ジャーナリスト/ 画家）
9/22 川本尚毅（インダストリアルデザイナー）
10/20 丸山欣也＋浅沼秀治
（アトリエ・モビル、有形デザイン / 建築家）

10/27 櫻井淳・悦子・心平（建築 / 都市計画）
以下
南 武志（バスバーマスター）

丸山純子（アーティスト）
曽谷朝絵（アーティスト）

川口ひろ子（横浜アパートメント・ムーンハウス）等、

まだまだ続きます。
BankART Home

231-0012 横浜市中区相生町3-61泰生ビル1F

