
プレスリリース                                 配信⽇：2021 年 11 ⽉ 9 ⽇ 
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横浜で 20 以上の団体・施設が協働し、新たな街歩きイベントを開催！ 

横浜 あの街を歩く−「草枕」のように、⼿書きの地図で 
横浜駅からひと⾜のばして、アート、映画、グルメに⽔上アクティビティ…すべてを体験する 16 ⽇間。 

 

 
この度、特定⾮営利活動法⼈⻩⾦町エリアマネジメントセンターは、横浜市の野⽑⼭、⼤岡川から伊勢佐⽊

町までの⼀帯ほかにおいて、街歩きイベント「横浜 あの街を歩く−『草枕』のように、⼿書きの地図で」を
2021 年 12 ⽉ 4 ⽇から 12 ⽉ 19 ⽇までの 16 ⽇間開催いたします。 

 
本イベントではタイトルの通り、⼿書きの地図を⽚⼿に街を歩き、エリアを回遊することで、さまざまな景

観や多様な⽂化、芸術に触れていただくことを⽬的としています。 
多くの参加団体・施設を会場として、アートの作品展⽰やワークショップ、映画館での特別上映、⽔上アク

ティビティ、飲⾷店での特別メニューの提供など、多彩なプログラムを実施します。 
詳細については、本イベントの特設ウェブサイト等で発信いたします。つきましては、情報の周知、拡散に

ご協⼒いただけますと幸いです。 
 
 
▶特設ウェブサイトはこちら https://yokohama-anomachi.com/ 
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１. 開催概要 
タイトル｜横浜 あの街を歩く−「草枕」のように、⼿書きの地図で 
会  期｜2021 年 12 ⽉ 4 ⽇(⼟)〜12 ⽉ 19 ⽇(⽇)  
会  場｜野⽑⼭、⼤岡川周辺エリアから伊勢佐⽊町までの⼀帯 ほか 
インフォメーション｜地域防犯拠点ステップ・スリー（横浜市中区⽇ノ出町 2 丁⽬ 156） 
主 催｜特定⾮営利活動法⼈⻩⾦町エリアマネジメントセンター 
後 援｜横浜市 
協 ⼒｜市⾕の杜 本と活字館 
本イベントは、⽂化庁「ウィズコロナに対応した⽂化資源の⾼付加価値化促進事業」採択事業です。 
※新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤状況により、内容変更・中⽌とする可能性があります。  

 
参加団体・施設（五⼗⾳順）｜ 

ArtLabOva 横浜パラダイス会館 アートスペース 

GuestHouse FUTARENO 宿泊施設 

⻩⾦町エリアマネジメントセンター ギャラリー、スタジオ 

国際舞台芸術交流センター 舞台芸術 NPO 

シネマ・ジャック＆ベティ 映画館 

Tinys Yokohama Hinodecho 飲⾷店、宿泊施設 

Chair COFFEE ROASTERS 飲⾷店 

東京ベイガード ＜ベネチア号＞ ⽔上交通 

似て⾮ works アートプロジェクト 

野⽑⼭動物園 動物園 

初⻩⽇商店会 商店、飲⾷店など 

⽇ノ出町フードホール 複合飲⾷施設 

ホテル JAL シティ関内 横浜 宿泊施設 

⽔辺荘 ⽔上アクティビティなど 

横浜桜⽊町ワシントンホテル 宿泊施設 

横浜 SUP 倶楽部 ⽔上アクティビティなど 

横浜シネマリン 映画館 

横浜市⺠ギャラリー ギャラリー、アトリエ 

横浜市⽴⼤学鈴⽊伸治研究室 ⼤学 

若葉町ウォーフ 劇場、スタジオ、宿泊施設 

サテライトインフォメーション 

カトレヤプラザ伊勢佐⽊ 商業施設 

京急百貨店 商業施設 

FOOD & TIME ISETAN YOKOHAMA 商業施設 
※⼀部変更となる可能性があります。 
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2．イベント実施の背景 

特定⾮営利活動法⼈⻩⾦町エリアマネジメントセンターは、平成 21 年の法⼈発⾜以降継続して、横浜市中区
の初⾳町、⻩⾦町、⽇ノ出町地区において地域住⺠や飲⾷、宿泊などをはじめとする地域の事業者と連携し、
まちづくり活動や⽂化芸術活動を積極的かつ継続的に実施することにより、地域や商業活動の活性化を図ると
ともに、地域に来訪する観光客の増加に努め、地域と芸術⽂化が共存する魅⼒と活気に満ちた、多くの観光客
が訪れる地域の実現に努めてきました。 
しかしながら、令和 2 年から継続する新型コロナウイルス感染症の影響により、観光客の来訪はほぼ皆無に
等しく、地域の事業者や芸術⽂化活動における収⼊は激減し、地域の経済は壊滅的な状況にあります。 
この状況を早急に改善すると同時に、次のステージに向けた新たな地域のビジョンや⽂化芸術の創造⼒を⽰
すことで、単発的な事業としてではなく、13年間続いた地域のまちづくり・芸術⽂化活動を次の時代へと継承
し、地域とアートが共存する魅⼒と活気に満ちた、多くの⼈が訪れてくれるエリアの実現を⽬指します。 
 
 

 
 

ディレクターメッセージ 

⾃然でもあり⼈⼯でもある、さまざまな景観の中を通り抜ける鉄道と運河。その周辺には、多様な⽂化と⽣
活が共存しています。映画、演劇、ダンス、美術等、あらゆるジャンルの芸術が根を下ろし、そして美しい庭
園の中に展開する動物園を持ち、運河を愛し、楽しむ⼈たちがいて、⼈の気持ちを安らかにする宿泊施設が点
在し、まちの歴史とともに作り出された多彩な⾷⽂化と、地域の⼈たちの⽣活を⽀える店舗や⼤型の商業施設
が数多くあります。そこでこの街を、地図を⽚⼿に回遊しよう、というイベントを⽴ち上げました。 
 

ディレクター ⼭野真悟 
 
 

イベント実施エリアと周辺のイメージ
図 
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3. プログラム 

飲⾷、宿泊、映画館、劇場、交通（⽔上交通など）など地域の事業者と、地域で活動するアーティスト・クリ
エイターたちによる芸術⽂化活動（アート、パフォーマンス、映画など）を複合的に組み合わせることで、来
場者がこの地域を訪れた際に、鑑賞する、⾷べる、泊まる、買う、景⾊を楽しむ、体験する、など、魅⼒的な
プログラムを複合的に創出します。⼤きな劇場や美術館で⽂化芸術を享受するのではなく、横浜という都市の
コンパクトなスペースでそれぞれ活動している事業者同⼠の連携により、ウィズコロナ時代に対応した新しい
都市の⽂化体験コンテンツを⽬指します。 
 
 
①アートプログラム 

ギャラリーだけでなく、ホテルや飲⾷店など、 
さまざまな会場で作品展⽰！映画館では特別上映も。 

参加団体・施設のギャラリーやアートスペースはもちろん、
ホテル・宿泊施設や近隣の飲⾷店など、14 ヶ所でアーティス
トの作品を展⽰します。屋外から鑑賞できる会場もあり、街を
歩きながらお楽しみいただけます。 
 
 

 
 
 

 
 

【会場（予定）】ArtLabOva 横浜パラダイス館、GuestHouse 
FUTARENO、⻩⾦町エリアマネジメントセンター（3 ヶ所）、シネマ・ジ
ャック＆ベティ、Tinys Yokohama Hinodecho、似て⾮ works、野⽑⼭動
物園、初⻩⽇商店会加盟店（⼀部）、⽇ノ出町フードホール、ホテル JAL
シティ関内 横浜、横浜桜⽊町ワシントンホテル、若葉町ウォーフほか 

細淵太⿇紀《みえるものとみえないもの》2021 年 

さとうりさ《地蔵まえ 4（縫い合わせ）》2021 年 
©Risa Sato 

吉本直紀監督作品「変異之夢 ユメノ変異 The Mutated Dream」2015 年 

会場：野⽑⼭動物園 会場：GuestHouse FUTARENO 会場：⽇ノ出町フードホール 

※作品写真はイメージです。実際の展⽰作品と異なる場合があります。 
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②体験プログラム 

ご家族で楽しめるワークショップや、 
アーティストとコラボしたクルーズツアーなど！ 

横浜市⺠ギャラリーや⻩⾦町エリアマネジメントセンターでご
家族向けのワークショップを実施します。⻩⾦町エリアマネジメ
ントセンターでは野⽑⼭動物園の開園 70 周年のお祝いに、11 ⽉
にワークショップで作品制作し、12 ⽉に展⽰を⾏います。 
似て⾮ works では空間作品展⽰及び参加型作品制作を⾏いま
す。 

 
東京ベイガード＜ベネチア号＞では⼤岡川や中村川を巡るツア

ーを実施。乗船中に楽しめる、アーティストによる⾳声ガイドも
提供予定です。また⽔辺荘ではmegaSUP のツアーや、電動キッ
クボードスクール＆ツアーを実施します。 
 
 
 
 
 
 

 
 

会期中は、⻩⾦町エリアマネジメントセンターが運営する「地域防犯拠点ステップ・スリー」にインフォメ
ーションを設置し、アーティストの葉栗翠⽒が制作する地図を配布します。 

 
葉栗翠 
横浜⽣まれ。2009 年武蔵野美術⼤学油絵学科卒業。現在、中国美術学院修⼠課程在籍中。2015 年から 2020 年まで⻩
⾦町 AIR に参加。国内外でリサーチや発表を⾏っている。⾒過ごされている⼟地の記憶を⼿掛かりに、⾒えるもの⾒え
ないもの。忘れるもの忘れられないものをテーマに作品を展開。また近年は画材の持つ魅⼒に着⽬し研究を続けている。
個展「戯れる。あるいは溺れる。」（BUKATSUDO gallery 、横浜、2021）。グループ展「⾷と現代美術 vol.8」(BankART 
station、横浜、2021)などがある。 
 

 
 
また FOOD & TIME ISETAN YOKOHAMA（横浜駅）、京急百貨店（上⼤岡駅）、カトレヤプラザ伊勢佐⽊の３
ヵ所をサテライトインフォメーションとし、アート作品展⽰や本イベントの紹介を⾏います。 
 
 
 
 
 
 

【会場（予定）】⻩⾦町エリアマネジメントセンター、東京ベイガード＜ベネ
チア号＞、似て⾮ works、⽔辺荘、横浜 SUP 倶楽部、横浜シネマリン、横
浜市⺠ギャラリー 

横浜市⺠ギャラリー「横浜市こどもの美術展 2015」 
photo:Ken Kato 

⽔辺荘「megaSUP でゆく⼤岡川ラウンジクルーズ」 

FOOD & TIME ISETAN YOKOHAMA 京急百貨店 カトレヤプラザ伊勢佐⽊ 

葉栗翠《⻩⾊い鰐》2019 年 


