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横浜ダンスパラダイス／開催スケジュール一覧

会場名 出演者

ランドマークプラザ �F サカタのタネ ガーデンスクエア

クイーンズスクエア横浜 �F クイーンズサークル

グランモール公園 円形広場

みなとみらい駅改札外コンコース みらいチューブ

クイーンズスクエア横浜 �F クイーンズサークル

ナビオス横浜 通景空間

山下公園 バルコニー

横浜港大さん橋国際客船ターミナル

日本大通り（県庁前）〔中止〕

ランドマークプラザ �F サカタのタネ ガーデンスクエア

JR桜木町駅前広場

ランドマークプラザ �F サカタのタネ ガーデンスクエア

クイーンズスクエア横浜 クイーンズパーク〔中止〕

イセザキ・モール�・�St.〔中止〕

関内マリナード地下街 マリナード広場〔中止〕

馬車道商店街 馬車道ひろば〔中止〕

クイーンズスクエア横浜 �F クイーンズサークル

新都市プラザ（そごう横浜店地下２階正面入口前）

JR桜木町駅前広場〔中止〕

【ゲスト】小暮香帆×神奈川フィルハーモニー管弦楽団
公募ダンサー
【ゲスト】私立恵比寿中学、
DRAMATIC WORKS 金魚JAM（南彩子、渡辺じゅり）
【ゲスト】横浜F・マリノス公式チアリーディングチーム Tricolore Mermaids
公募ダンサー

公募ダンサー

【ゲスト】早稲田大学男子チアリーディングチーム SHOCKERS
公募ダンサー
【ゲスト】SIROCO flamenco
公募ダンサー

公募ダンサー

公募ダンサー

【ゲスト】日本舞踊家集団 弧の会、輝＆輝、笠井瑞丈、藤原道山、
尾上菊之丞、尺八アンサンブル「風雅竹韻」
【ゲスト】PP WEST AFRICAN
公募ダンサー
【ゲスト】球舞-CUBE-
公募ダンサー

【ゲスト】FUNBURGER、NECダンサーズ&RAYVEL、大前光市、
かんばらけんた、特別支援学校有志、横浜ラポールワークショップ受講者、
チャンキー楽団、近藤良平、ダンスマスター（ユニスタ、天然ダンス工房）

公募ダンサー
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市民が気軽にダンスイベントに参加・体験できる機会を市内全域でつくるため、市内の文化・観光施設等が
それぞれの特性を生かしたダンス関連プログラムを企画・実施した。

施設連携事業

The SEVEN SEAS 2021

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

9.17（金）～20（月・祝）
大倉山記念館
板垣朝子、大崎晃伸、木檜朱美、中島晶子、堀江進司、山野邉明香、リナ・リッチ
1,500円
248人
大倉山記念館

「The SEVEN SEAS 2021」では、回廊式のギャラリーの特性を生かし、様々な場所、視点から感性を刺激する参加型のプログラムを実施した。基となる振付を７人のダンサーが担当の振付師と共に、建築物や空間といった
無機質との対話を自己表現として演出。また、関連企画即興セッション「ぞめき」では、音でつむぐ『青のぞめき』とダンスでつむぐ『赤のぞめき』と題し、ダンサーの即興力と偶然性が生み出す表現が、来場者を魅了した。

子どものための日本舞踊ワークショップ＆展示

日程
会場
講師

参加費
来場・参加者

主催

〔ワークショップ〕7.28（水）～31（土）　〔展示〕9.28（火）～10.10（日）
岩間市民プラザ　
藤間恵都子　
5,500円
135人
岩間市民プラザ　

日本舞踊ワークショップでは、小学生が浴衣の着付けから和室での作法、すり足や首ふり、おすべりにヤットン拍子、お扇子を使っていろいろな表現をしてみるなど、日本舞踊の基礎を学んだ。自分で浴衣が着られるようになって
から、踊りの練習も実施。最終日には家族に向けたミニ発表会を行った。ワークショップの様子は写真撮影し、後日ギャラリーで写真パネル展を開催。併せて講師の藤間恵都子氏制作の日本舞踊ワークショップ動画も上映した。

ダンス縁日 2021

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

7.17（土）～8.29（日）
象の鼻テラス
市民ダンサー42組、ゲストダンサー３組（村田正樹、清水夏生、榎本愛子、伴奏：岡村正子）　　
無料
2,830人
象の鼻テラス

夏の恒例ダンスイベントとして、第６回目の開催を迎えた「ダンス縁日」。今回は、40組を超える市民ダンサーやゲストダンサーが参加し、イベントを大いに盛り上げた。コロナ禍で沈んだ世の中に、
感染症対策などを徹底し、市民が主役になる表現発表の機会を創出し、世界各国のダンスの紹介や関連文化を紹介するイベントとして、魅力的な街づくりに繋がる役割を果たした。

【実施数】
　17 件（うち４件中止等）
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身近に能楽！仕舞編　「仕舞鑑賞・体験と能楽堂見学」、「３日でマスター！仕舞ワークショップと発表会」

日程
会場
講師

参加費

参加者
主催

9.18（土）～11.20（土）
横浜能楽堂
梅若紀彰（観世流）

「仕舞鑑賞・体験と能楽堂見学」：2,500 円
「３日でマスター！仕舞ワークショップと発表会」：18 歳以上 10,000 円、18 歳未満 6,000 円

175人
横浜能楽堂

敷居が高いと思われがちな能楽に気軽に触れることをテーマに、「仕舞鑑賞・体験と能楽堂見学」では、能の一部である仕舞の鑑賞や、能楽師の案内による能舞台と舞台裏の見学、舞台に上がっての能の所作体験、面や装束の紹介
などを通じて、身近に能楽を感じてもらった。「３日でマスター！仕舞ワークショップと発表会」では、３日間の仕舞ワークショップで短い仕舞を１曲マスターし、本舞台で発表会を実施。幅広い世代の参加者に、「能」の面白さを伝えた。

みどりアートパーク　ワークショップシリーズ（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）

日程
会場
講師

参加費
参加者

主催

Ⅰ9.25（土）、Ⅱ10.7（木）、Ⅲ 10.10（日）・11.14（日）
みどりアートパーク（緑区民文化センター） リハーサル室
Ⅰ藤田善宏、Ⅱ安藤洋子、Ⅲ 西洋子
Ⅰ・Ⅲ 無料、Ⅱ1,000円
61人
みどりアートパーク（緑区民文化センター）

身近な文化施設「区民文化センター」で身体表現の可能性を開く「ラボ」的シリーズ。誰でもダンスを気軽にを楽しみ、ダンスを通じた表現やコミュニケーションを体験することを目的に、Ⅰ中高生ダンスクリ
ニック、Ⅱ身体と向き合うシニアのためのワークショップ、Ⅲ インクルーシブダンスワークショップの３本立てで実施した（ⅠとⅢは感染拡大防止の観点から、オンラインに変更して実施）。

日本舞踊家集団　弧の会

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

9.23（木・祝）
テアトルフォンテ（泉区民文化センター） ホール
弧の会（泉徳保、市山松扇、猿若清三郎、西川扇衛仁、藤間勘護、藤間仁凰、若柳里次朗）
3,000円
156人
テアトルフォンテ（泉区民文化センター）

日本舞踊をより身近に楽しんでもらうために解説やデモンストレーションを取り入れた公演を開催。『はじめ式』では天下泰平・国土安穏・五穀豊穣・疫病退散を祈り、『月光』では滝廉太郎の『荒城の月』をモチーフに、幻想的
な照明に紋付・袴のみの「素踊り」というシンプルな舞台を展開した。また、幕間では３つの流派（泉流、市山流、藤間流）が同時に同じ曲を踊り、流派ごとの踊りの違いを紹介するデモンストレーション『七福神』を実施した。

日本シニアチア協会オフィシャルユニット特別公演 ＆ シニアチアワークショップ

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

〔公演〕9.20（月・祝）　〔ワークショップ〕10.7（木）、16（土）、21（木）、28（木）、11.4（木）　〔発表会〕11.7（日）
リリス（栄区民文化センター） ホール
日本シニアチア協会オフィシャルユニット Team JSCA（チーム ジェスカ）＆ JSCA Masters（ジェスカマスターズ）
無料
234人
リリス（栄区民文化センター）

日本シニアチア協会オフィシャルユニットの公演とワークショップを開催。講師によるワークショップでは、市内のシニア・ミドルを中心に広く参加者を募り、全５回のワークショップを経て、成果発表会を実施
した。発表会では、ワークショップ参加者から５人がステージに立ち、その周りをシニアチアチームが彩りを添えた。出演者と来場者が一体となって会場を盛り上げ、全員が参加できるイベントとなった。
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パントマイム公演

 「シルヴプレのみちくさんぽ in 横浜人形の家」

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

9.26（日）
横浜人形の家 あかいくつ劇場
シルヴプレ（柴崎岳史、堀江のぞみ）
一般2,000円、学生800円
99人
横浜人形の家

パントマイムユニット「シルヴプレ」が独自の視点で創り上げたオリジナルのマイム作品を上演。横浜での大道芸イベントのほか、国内各地、フランスをはじめとする海外フェスティバルにも出演している彼らのパントマイムは
好評を得た。コロナ禍で軒並みイベント中止が続く中での開催に大道芸ファンは喜び、足を運んでくれた。感染拡大状況下だったため、子供の来場は少なかったが、50％定員で安全に開催でき、満足度の高い公演となった。

DIGITAL//REALITY

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

10.9（土）～17（日）
かいだん広場、7artscafe、高架下スタジオSite-D集会場
上杉満代、高松真樹子、大野一雄、DAIPAN舞踏コレクティブ、クリスタル・サバー、エウヘニア・バルガス、
ヴァンジェリン・シアター、大野あんり、鏡ざゆら、加藤道行、金景雲、久世亜紀、久世龍五郎、馬塲悠衣、松本れい子、莉玲
無料（ワークショップのみ参加費1,500円）
250人

「DIGITAL//REALITY」プロジェクト／黄金町エリアマネジメントセンター

「DIGITAL//REALITY」をテーマに、コロナ禍により一変した世界の「現在」を表現する複数のプログラムを実施。上杉満代と高松真樹子による実験的公演『メランコリア- Mの肖像』、大野一雄の代表的作品『Ｏ氏の
肖像』の上映、若手舞踏家による公演、海外舞踏家による映像上映、ワークショップ等を通し、コロナ禍で発達したオンライン「DIGITAL」世界を、現実の世界「REALITY」に戻そうと試みたプログラムを実施した。

梅田宏明 「indivisible substance」ワークインプログレス　オンライン（ライブ）＋ 劇場上演

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

10.6（水）～7（木）
横浜赤レンガ倉庫１号館  3Fホール
中村優希、大塚郁実、梅田宏明
1,000円
168人
合同会社S20／横浜赤レンガ倉庫１号館

オンライン上演用に制作された梅田宏明のディレクション・振付によるワークインプログレス。劇場におけるダンス作品とモニター上でのダンス作品は全く異なったコミュニケーションである、という仮説のもと、モニター
上で起こるダンスとは何かという問いに対する一つの提案として開催した。物理的な身体のダンスを見せるのではなく、距離と空間を超えたモニターの先の観客のマインドにどのようにダンスを創出させるかを探った。

あしおとでドラマするビジュアルパフォーマンス

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

［ワークショップ］9.26（日）、10.3（日）、10（日）（午前・午後）、17（日）　［公演］10.17（日）
吉野町市民プラザ
総合演出：塩田久人、クリエイティヴディレクター・演出振付：おどるなつこ、
タップダンサー・出演：メッセンジャー（NPO法人あしおとでつながろうプロジェクト）・ワークショップ参加者、
ゲスト・タブラ：指原一登、ゲスト：船木真那（武松商事株式会社）
1,000円
87人
吉野町市民プラザ

５回のワークショップでは、テーマの「楽しむ！」のもと、「タップによるリズム」・「タブラの音に触れ楽しむ」・「映像に合わせて」・「廃材からペイントアート」など、毎回様々な表現が即興で生まれていった。参加者の自由な発想で廃材楽団
が急遽結成されたり、即興ペインティングでできあがった作品を加工して記念ハガキにしたり、完成形のないワークショップ・作品ができあがった。また、作品発表当日の様子はオンライン配信し、リアルタイムでの鑑賞が可能となった。
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狂言・ダンス・音楽による「兵士の物語」

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

10.13（水）
かなっくホール（神奈川区民文化センター） ホール
狂言：髙澤祐介、ダンス：伊藤キム、ヴァイオリン：川又明日香 ほか
2,000円
96人
かなっくホール（神奈川区民文化センター）

『兵士の物語』は、ストラヴィンスキーが第一次世界大戦中に小規模に上演できるように作った音楽劇。「本当に大切なものは何か？失った日常の大切さを思う」というテーマから、コロナ禍に上演する意義や非日常を
より強調するため、狂言による兵士、悪魔をイメージさせるコンテンポラリーダンス、選りすぐりの７人の弦管楽器奏者による演奏という音楽劇を提供した。狂言・ダンス・音楽、どれもが、来場者の心に感動を届けた。

Play New Map City

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

10.16（土）、11.3（水・祝）
STスポット
Aokid、ゲスト：米澤一平、小暮香帆
2,000円
28人（視聴数20）
STスポット

STスポットとダンサー・アーティストのAokidが協働して行ったオープンスタジオ企画「Play New Map City」は、劇場を“多様な思考と身体が集まる場所”と捉えてパフォーマンスやリサーチを行い、新たな表現方法を模索したプログラ
ム。今回は、過年度に行ってきた内容をブラッシュアップし、対象を子供・親子に広げ、小劇場へ足を運びづらい層も取り込み、劇場空間や機構を存分に生かしながら、ドローイングやダンスを体験・鑑賞するプログラムを行った。
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月灯りの移動劇場「Peeping Garden ／ re:creation」

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

9.10（金）～12（日）
横浜赤レンガ倉庫１号館  3Fホール
浅井信好、奥野衆英、杉浦ゆら
前売4,000円／当日4,500円
164人
月灯りの移動劇場

コロナ禍の中、舞台芸術に触れる機会が少なくなってしまった社会状況を踏まえ、観客が安心して鑑賞できるニューノーマルな鑑賞形式を提案することを目的として企画。覗き穴（ドアスコープ）と郵便受けの２つの穴
がある30枚の扉と壁から構成され、個室空間から内部のパフォーマンスを鑑賞する「ソーシャルディスタンス円形劇場」を使用して、45分間のコンテンポラリーダンス作品『Peeping Garden ／ re:creation』を上演した。

Indian Dance Festival at Yokohama 2021
赤いゆび舞踊祭

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

8.28（日）～9.30（木）
BUKATSUDO 
バラタナティヤム:富安カナメ・今成エリカ、南インドのパーカッション：入野智江ターラ・岩田豊美、
オリッシー：篠原英子・山崎春・大町そよ・沼田はるか、カタック：前田あつこ・Paulomi Bharman、
バウル：パロミタ、モヒニヤッタム：Neena Sakthikumar、ラージャスターンダンス:マドゥ ほか
前売3,300円／当日3,850円／オンラインチケット1,100円
99人
カダムジャパン

高らかな太鼓の音に誘われ、裸足でしっかりと踏み込まれるステップに見入り、ふんわり漂う笛の音に夢見心地になった頃、黒く大きく縁取られた目の動きに物語を感じ、赤く彩られた指先で舞うインド舞踊独特の世界観
を表現し、全身で異文化を感じるインド舞踊祭を開催した。緊急事態宣言下での開催となり、公演規模は縮小したが、オンラインで舞踊祭を開催し、会場へ足を運ぶことができない方々にインド舞踊の世界観を届けた。

Viva ! Tsunagaru = Solidário 横浜とサンバをつなぐ！

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

6.19（土）～9.20（月・祝）
象の鼻パーク、神大寺地区センター ほか
ブロコ城南、レイ カポエイラップ、カポエイラヘジョナウジャパン、ガランチード、ピーラジール、アシェ、
サンバソリダリオ、三宅太鼓、Zumba、Tulsi  ほか
無料
980人
NPO法人ブラジルsolidário横浜

和太鼓・Zumba・カポエイラ・インド舞踊・ワールド社交ダンス・サンバなどの世界の音楽や踊りを披露するステージの開催及び映像配信を実施。ブラジルからの映像や、コロナ禍により現地への参加は難しいが映像で参
加したいというチームの演目を、YouTubeで視聴した方は300人以上。「つながる横浜」をキーワードに、日本のみならず世界の様々な地域をつなぎ、視聴者には長引く閉塞感の中で伝統の三宅太鼓など感動を届けた。

Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2021 の会期に合わせて、様々な団体がダンス関連プログラムを企画・実施した。

公募サポート事業

【申請数等】
　申請数　27 件
　採択数　18 件（うち１件中止）
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ヨコハマベリーダンスフェスティバル 2021

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

9.17（金）
かなっくホール（神奈川区民文化センター） ホール
Izumi、 MAHA、 Lana、 Chie Noel、 Peco、 ACSLI 、Hannah 、Hcin 、Salima、 Nisaa、 Kahina、 Ikuyo 、Kana 、Racjida 、
Ayla 、Aysha 、Tomomi 、Chihoko
1,000円
273人
Izumi Oriental Dance Studio

今年のベリーダンスフェスティバルは、リアルとオンライン併用で開催した。横浜で活躍するプロダンサーや市内の各スタジオによるパフォーマンス、無料オンラインレッスン「初めてのベリーダンスミ
ニレッスン」など、プログラム内容を充実させた。ベリーダンスの初心者から上級者まで、彩りのある艶やかな衣装と妖艶で激しく踊るダンサーの演目は、多くの来場者にその魅力を伝えた。

『〝触れない〟は〝触れる〟を越えるのか？ノン・コンタクトワークのための研究会 WS』
Minami Nakayashiki DANCE WORK SHOP

日程
会場
講師
出演

参加費
参加者

主催

9.28（火）～29（水）
Dance Base Yokohama
中屋敷南
ダンサー：中村理、重松悠希、斎木穂乃香、山口なぎさ
映像：中瀬俊介
無料
11人
みんなのコンテンポラリーダンス（MINNA NO CONTEMPORARY DANCE）

通常のコンタクトワークは、身体と身体の物理的接触を伴う２人以上で行うムーブメントだが、触れ合わずに行う“ノン・コンタクトワーク”を試みることで生まれる不思議な感覚を体験。参加者と一緒に人の抜け殻に入り込むようなワー
ク、触れていないけれど皮膚を感じるワーク、内臓に触れ合うイメージを持ちながら動くワーク、内臓が繋がっているイメージを持ちながら動くワーク、座標として自分の位置を考えながら動くワークなどの内容で身体表現を行った。

つるぎんドット来～い‼第二回鶴見ダンスフェスティバル

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

9.25（土）
鶴見銀座商店街（ベルロードつるみ）  路上
MC：相澤竜太（ワープス）、DJ：澤村拓磨、審査員：日野堅太郎、松永菜莉
無料
109人
鶴見銀座商店街協同組合

地元商店街を一部歩行者天国にしてのダンスバトルを実施した。コンテストステージでは観客と審査員の心をつかみ、鶴見NO.1ダンサーに輝くのは一体どのチームだ？と称して盛り上がった。バトルステージでは即興ダンスソロバトル
で１対１で対戦し、審査員によるジャッジで勝負を決め、票が割れると観客も審査員の一員としてジャッジに加わるという楽しみもあった。コロナ禍ではあったが、若者たちにストリートダンスの発表の機会と、研鑽の場を提供できた。

ダンス×生物学「軸の形成」ワークインプログレス

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

9.25（土）
泰生ポーチFRONT
岩崎佐和、谷口舞（大駱駝艦）、阿目虎南（燦然CAMP）
500円
17人
燦然CAMP

生物学レクチャーと舞踏ワークショップ・デモンストレーション、共に一つの「軸の形成」というテーマで、生命体の定義、肉体を構成する要素や形成の過程を質疑応答を交えた言語で理解し、参加者自身の身体を通して共有を深めた。普
段のダンスワークショップでの抽象的な部分が、明確なテーマと生物学からの学説的アプローチを加えたことで、具体性が伴い、生物学としても、言語で説明できない部分を 身体を通した実際の運動により補完することができた。
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第５回モレラ東戸塚ダンスコンテスト

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

10.2（土）
モレラ東戸塚 モレラパーク
審査員：HERO（至芸、湘南）、ABERE（WASEDA BREAKERS）、Yacheemi（餓鬼レンジャー）、miitoo（South Gate）、
calin（CHANCY / LIFULL "ALT-RHYTHM"）、SUV（NAT） 
MC：HAMMER
無料
164人

（株）エフエム戸塚

今年で５回目となるエフエム戸塚主催、恒例のコンテスト形式イベント。コロナ禍でも日頃ダンスに取り組む子供たちが、屋外の安心できる環境で披露する場を提供した。参加者は経験値・ジャンル等に縛りなくチャレンジし、プロ
のダンサーに審査してもらうことで、ダンスへの情熱、体力や身体作り、リズム感など、多くの可能性を提供できた。また目的としていた地域の魅力アップに加え、幅広い交流を促し、活気ある街づくりイベントとして開催できた。

～日本舞踊とコンテンポラリーダンスの融合～
仲秋の月下に舞う

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

10.2（土）
久良岐能舞台
若葉ひろみ、花柳寿寛聖、今井尋也、渡邉勝代、荒井靖水
前売一般3,000円／当日一般3,500円、学生1,000円
63人
薩摩琵琶中谷派襄水会

一流舞踊家及び演奏家により、守っていきたい日本の伝統文化と現代の舞踊を融合させ、次の世代にわかりやすい内容で伝えることを目的に、舞踊の基本的知識を問うクイズや実際に身体を動かす体
験を通して、身近に感じられる時間を設けた。後半では一流舞踊家ならではのステージを間近で観ることで、呼吸や動きの奥深さと「舞踊＝楽しい」を体感でき、伝統楽器との融合を感じていただいた。

ダンス映画特集

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

10.2（土）～17（日）
シネマ・ジャック＆ベティ

［リモートトークショー］駒井尚文、聞き手：梶原俊幸
一般1,800円、学生1,500円、シニア1,100円、高校生以下1,000円
269人
シネマ・ジャック＆ベティ

Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2021開催に合わせて、選りすぐりのダンス映画を上映。コンテンポラリー・ストリート・バレエ・ダンスホールなどを扱った『リル・バック ストリートから世界へ』と『ダー
ティ・ダンシング』の２作品を上映した。また、ダンス映画に精通した駒井尚文さん（映画.com編集長）によるリモートトークショーを開催し、来場者と共に、映画とダンスの楽しみ方を共有した。

森に棲む服／ forest closet　ひびのこづえ展　ひびのこづえ ダンス・パフォーマンス

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

10.2（土）～3（日）
そごう美術館 展示室内
アオイヤマダ
無料（展覧会入館料 一般1,300円、高校・大学生800円、中学生以下無料）
103人

（一財）そごう美術館

「森に棲む服／ forest closet  ひびのこづえ展」の関連企画「ひびのこづえ ダンス・パフォーマンス」は、日本を代表するコスチューム・アーティストひびのこづえの衣装をまとった新進気鋭のダンサーが、展示
室内で行うパフォーマンス。小野龍一の音楽にあわせ、ダンサーのアオイヤマダが１枚ずつ脱皮を繰り返しながら踊り、変異していくというダンス・パフォーマンスは新たなひびのこづえの世界を創り出した。
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 Shall We Dance Whenever You Can ~ 踊らん哉
横濱ジャズプロムナード 2021 鶴見区民文化センターサルビアホール企画

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

10.3（日）
サルビアホール（鶴見区民文化センター） ホール
稲垣貴庸&TNスウィング・オーケストラ、ヴォーカル：キャロル山崎・桃井まり
前売4,500円／当日4,000円
70人

（一社）横浜JAZZ協会

街をステージにトップミュージシャンが集結する横濱JAZZ PROMENADE。若い人たちの間でも復活しつつあるゴージャスなビッグバンド・サウンドとして、国内超一流のミュージシャン、稲垣貴庸＆TNスウィン
グ・オーケストラ、キャロル山崎、桃井まりらが出演。ダンススペース、往時のボールルームの雰囲気が味わえる会場で、社交ダンス・ファン、スウィング・JAZZファンに音楽とダンスが融合した一夜を提供した。

妖精大図鑑「YOKOHAMA Ammonite Night」

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

10.15（金）～17（日）
神奈川県立青少年センター スタジオHIKARI
安部萌、小林菜々、中村亮太、畑中 実、平山 犬、飯塚うなぎ、永野百合子
前売3,000円／当日3,500円、高校生以下1,000円
255人
妖精大図鑑／神奈川県

多摩美術大学出身のユニット、妖精大図鑑の最新単独公演で、過去に上演した本演目をブラッシュアップして開催した。「地層に眠るアンモナイト」をモチーフに、古代生物と横浜を巡る物語をダンス
やコント、映像や駄洒落などの表現を用いながら描いた。また、公演終了後にはゲストを迎え、アフタートークを行った。

～踊って心を解き放て～
肉態能

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

10.10（日）
長者スタジオ
戸松美貴博、中西文彥、今井尋也
1,500円
10人
ココロおどるプロジェクト

プロのダンサー（戸松美貴博）とプロのミュージシャン（中西文彥、今井尋也）によるダンスパフォーマンス公演とダンスワークショップを実施。また参加者との即興による演奏を通じて、即興でダンスパフォー
マンスも行った。またダンサーやミュージシャンによるパフォーマンスを動画配信し、プロのダンサーのファシリテーションにより心の傷を持った人たちにもダンスを楽しめる機会を創出することができた。

障害者も健常者も分け隔てなく楽しもうリビングダンスフェスティバル

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

10.9（土）
横浜にぎわい座 のげシャーレ
ワークショップファシリテーター：戸松美貴博
ダンスチーム：根本ノブヒロ、高橋友輔、はっぱオールスターズ、さざなみ会エンターティメントショーSES
肉態能：戸松美貴博、今井尋也 
500円
89人
リビングアートネットワーク

障害を抱えたダンサーたちのダンス公演やプロのダンサーによるダンスワークショップ、全員で障害の分け隔てなく踊るダンスパーティーを行った。障害者が紡ぎだすダンスの素晴らしさを多くの市民の
方に伝え、健常者と障害者が分け隔てなくダンスを楽しめる機会を創出することができた。横浜市全域から年齢や国籍、障害の有無を問わず参加団体を募り、日頃の練習の成果を発表する場となった。
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能楽堂へ行こう！横浜邦楽散歩 舞踊編

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

10.16（土）
久良岐能舞台
地唄舞：俵野依、日本舞踊：清水久未、箏：大江美恵・寺井奈美、小鼓：今井尋也、琵琶：荒井靖水
前売2,000円／当日3,000円、学生1,000円
81人
ライフアートユニオン

普段なかなか触れることのできない地唄舞と日本舞踊の魅力を堪能することができるワークショップを実施。経験豊富な一流の舞踊家による懇切丁寧なワークショップを子供から外国人まで体験する
ことができた。また、歴史的に交わることのなかった３つの邦楽のジャンル（箏・小鼓・琵琶）と地唄舞と日本舞踊が能舞台に集まり、誰も見たことのないコラボレーションによる音楽舞踊公演を行った。

第六回横浜よさこい祭り～良い世さ来い

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

10.17（日）
赤レンガパーク、象の鼻パーク
よさこいチーム
会場演舞：関東近郊（横浜市・神奈川県・東京都・千葉県・埼玉県・静岡県・愛知県）より40チーム
動画演舞：神奈川県・東京都・石川県・宮城県・北海道・長崎県・ベトナムより10チーム
無料
1,500人
横浜よさこい祭り実行委員会

各地域のコミュニティ活動の発表の場として、各地の個性あるよさこいで元気を発信し、長く横浜に根付く祭りを目指して開催。遠方の団体は動画参加として会場内大型スクリーンで放映し、YouTubeでライ
ブ配信も実施した。これによってコロナ禍でも多くの方々と繋がり、交流を広げられた。会場では感染症対策の啓発を踊りで表現する『テアライウガイ』をはじめ、多くの演目を披露した。
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各区役所等が、区民に身近な場所でダンス
関連プログラムを企画・実施した。

区連携事業

Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2021 
とつかダンスコンテスト
～とつかソング「Tsu-ka-to」で踊ろう！～

日程
会場
出演

観覧料
参加者

主催

6.15（火）～11.30（火）
さくらプラザ（戸塚区民文化センター）        
電撃チョモランマ隊Q-TARO
UNISTA HAMMER、Miki、Hama、culumi 
無料
329人
戸塚区地域振興課

ストリートダンス世界大会優勝経験を持ち、
有名CM等の振付を手掛ける電撃チョモラン
マ隊のQ-TAROさんをアンバサダーに迎え、音
楽の街とつかのテーマソングの一つ、『Tsu-ka-
to』の振付を制作。
完成した「Tsu-ka-toダンス」は、特別賞受賞者
とダンス講師が踊り、その動画を横浜市公式
YouTube等で公開。また、Zoomを使ったオ
ンライン講習会の開催や踊ってみた動画の公
開等を通じて、皆様に楽しんでいただいた。                 

ダンス & ミュージカル in SEYA「ヘンゼルとグレーテル」

日程
会場
出演

観覧料
参加者

主催

9.21（火）～10.8（金）
瀬谷公会堂（オンライン動画配信）
株式会社劇団飛行船 スタッフ
無料
８人（視聴数255）
瀬谷区地域振興課

感染拡大防止のため、観客を収容しての
マスクプレイミュージカル上演及びダンス
レッスンを中止し、当初観覧申込みをして
いた区民を対象に、瀬谷公会堂から動画
配信を行った。

第 37 回横浜かもんやま能

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

10.16（土）
横浜能楽堂
解説：金子敬一郎、狂言：茂山七五三（大蔵流）、能：粟谷明生（喜多流）
S席4,500円、A席4,000円、B席3,500円
266人
ふるさと西区推進委員会／西区役所／横浜能楽堂

第 37 回を迎える、伝統ある事業、横浜
か もんやま能。 今 年 は、Ｄance Dance 
Dance @ YOKOHAMA 2021 と連携し、開
催した。あわせて各地区センター、西区
役所及び横浜能楽堂で過去 36 回分のパ
ネルを展示した。

おうちで都筑区民まつり

日程
会場
出演

観覧料
参加者

主催

10.20（水）～2022.2.28（月）
オンライン動画配信
都筑舞の会（都筑音頭及びニュータウン音頭のお手本動画出演）
無料
６人
都筑区ふるさとづくり委員会

感染症の影響を踏まえ、第 27 回都筑区民まつ
りは中止となったが、少しでも区民まつりを味わっ
ていただけるように、代替企画として「おうちで
区民まつり」を開催。「おうちで踊ろう♪ 都筑音
頭・ニュータウン音頭」等を実施し、都筑舞の
会による踊りのお手本動画を作成。この動画を
参考にして、皆様に自宅等で都筑音頭・ニュー
タウン音頭を踊った動画を SNS に投稿・シェア
いただいた。併せて「都筑区民まつり特製ポス
トカードでメッセージを送ろう！」も実施した。

みんなで踊る、ミドリ区民　熱き Bollywood Dance ♪

日程
会場
出演

観覧料
参加者

主催

9.1（水）～11.15（月）
緑区内各所
霧が丘インターナショナルコミュニティ、区内市民グループ等
無料
130人
緑区地域振興課

横浜市の中でも特にインドにルーツを持つ
方たちが多く生活する緑区の特徴を生かし
て、年齢や性別、国籍や障害などの違い
を越え、多くの区民グループの皆様に踊っ
ていただいた「ボリウッドダンス」の映像
を繋いだ動画を制作。

【実施数】
　27 件（うち 14 件中止等）
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港南区区民文化祭

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

11.3（水）
港南公会堂
協会員、応募による一般参加者、ゲストとしてプロの出演者数人
無料
470人
こうなん文化交流協会

感染症対策を徹底した上で、こうなん文化
交流協会の会員及び区民が日頃の文化活
動の成果を発表した。今年は３部会で特別
プログラムを実施。吟剣詩舞部会では、
プロによる吟詠が披露された。民謡舞踊部
会では、キングレコード所属歌手の藤山進
氏を迎え、部会長とのコラボレーション等
を行った。ダンス部会では、プロの安田充
希・日高空組を迎え、ラテン演技を披露
いただいた。

B-SKY FES 2021 10th Anniversary

日程
会場
出演

観覧料
参加者

主催

11.27（土）～12.28（火）
オンライン動画配信
三ツ沢ボーイズ、Ko-sei、ちび☆でか★たんず!!、三ツ沢チアリーディ
ングクラブ LIPS、総合学園ヒューマンアカデミー横浜校、MARS
無料
50人
B-SKY FES実行委員会

神奈川区在住・在学・在勤の青少年が、
日頃取り組んでいるダンスやバンド演奏な
どのパフォーマンスを披露。
コロナ禍のため今年度は初の試みとしてオ
ンラインでの開催にチャレンジし、６組の
グループが参加。
制約の多い中でも練習を重ねて頑張ってい
る若者の生き生きとした姿を、皆様にご覧
いただいた。

「絵本で Dance Dance Dance ！」

日程
会場

出演
観覧・入場料
来場・参加者

主催

10.21（木）～11.23（火）
緑区地域子育て支援拠点いっぽ ２階研修室
みどりアートパーク（緑区民文化センター） リハーサル室
おはなしサンタ
無料
131人
緑区地域振興課

“絵本を通して踊りの世界を満喫”という
テーマで、子供から大人まで各年齢層に応じ
た３つのイベントを開催。１回目は、０～２歳
程度の乳幼児を対象にした絵本の読み聞か
せと子供も一緒に踊れるようなパペットダン
ス。２回目は、大人も楽しめるダンスをテーマ
にした様々な国の絵本や紙芝居。３回目は、
幼児のいるファミリーが一緒に体を動かしな
がら楽しめる、絵本の読み聞かせやパペット
ダンスシアターのイベントを開催した。

つづきウォーク＆フェスタ

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

11.18（木）～24（水）
都筑区役所 １階区民ホール
都筑区内中高生、都筑区青少年指導員
横浜ビー・コルセアーズ チアリーダーズ B-ROSE
無料
1,000人
つづきウォーク＆フェスタ実行委員会

普段イベントに出演している区内学校の発
表映像を都筑区役所１階の区民ホールで
放映。また、区内中学生が描いたイラスト
の展示や、クラフトキット等の配架、関係
団体のパネル展及び緑道散策マップの掲
示を実施した。
ウォーク＆フェスタ PR 動画には、都筑区
に拠点を置くプロバスケットボールチーム
横浜ビー・コルセアーズのチアリーダーズ
である B-ROSE も出演。

2021 ふるさと港北ふれあいまつり on-line

日程
会場
出演

観覧料
参加者

主催

11.6（土）～21（日）
オンライン動画配信（11.13（土）のみ横浜アリーナから生配信）
横浜F・マリノスオフィシャルチアリーダーズ Tricolore Mermaids
横浜GRITSオフィシャルチアリーダーズ GRITS TOPAZ ほか
無料
130人（視聴数29,285）
ふるさと港北ふれあいまつり実行委員会

コロナ禍の状況を鑑み、オンラインにより開催
した。港北区内の団体に動画の作成を依頼、
YouTubeにアップしてもらったものに、まつりの
HPからリンクを貼ることで動画を視聴いただい
た。また、当初まつりの開催を予定していた11月
13日には横浜アリーナを会場としてオンライン
生配信を行った。Tricolore MermaidsやGRITS 
TOPAZといったプロの団体から地域のチア団体、
区内小学校児童によるソーラン節の披露など、ダ
ンスを存分に盛り込むことでまつりを盛り上げた。

Dance Dance Dance Nishiku 2021

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

11.20（日）
西公会堂
西区内の施設で練習をしている団体・個人
無料
533人
西区文化協会／西公会堂／西地区センター／（一社）西区区民利用施
設協会

西区内の施設で練習をしている団体・個
人が一堂に会し、お互いの演技を鑑賞し
あい、切磋琢磨して技を高めあう機会とな
るよう開催。今回で３回目を迎えた。施設
と任意団体が共催して、地域の連携も深
めることも趣旨としている。
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南区文化祭パネル展

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

12.4（土）～5（日）
南区役所 多目的ホール
南区文化祭実行委員
無料
330人
南区民まつり運営委員会

過去の南区文化祭等の写真を使用したパ
ネルの展示や南区文化祭へ出演している
団体によるフラダンスや舞踊、和太鼓など
のミニステージを実施。

かながわ湊フェスタ 2021

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

11.28（日）
神奈川スポーツセンター
神奈川区内で活動する市民活動団体や生涯学習団体
無料
500人
かながわ湊フェスタ実行委員会

神奈川区内で活動する市民活動団体や生
涯学習団体などの活動を発表・PR する場
として毎年開催。今年は、ダンス・音楽を
はじめとするバラエティに富んだステージ
パフォーマンスや、地域の魅力を発表する
展示、アートワークショップなど、いろい
ろな活動を体感していただいた。



59



60

テーマ展示

これぞ！大佛歌舞伎

日程
会場

観覧・入場料
来場者

主催

4.24（土）～9.5（日）
大佛次郎記念館
200円（小中学生以下、市内在住65歳以上無料）
3,895人
大佛次郎記念館

作家大佛次郎の、二代目尾上松緑や三代
目市川左團次、七代目中村芝翫といった
役者たちとの交友を当時の貴重な写真や
エピソードで紹介するとともに、八代目坂
東三津五郎からの書簡や八代目中村芝翫
へのインタビュー動画を紹介することで、
現代にも受け継がれる、大佛歌舞伎の世
界に迫った。

Dance @ Rapport ラポールで踊ろう !!

日程
会場

参加費
参加者

主催

5.29（土）、6.26（土）、7.24（土）
障害者スポーツ文化センター横浜ラポール ラポールシアター
無料
68人
障害者スポーツ文化センター横浜ラポール

Dance @ Rapport は様々な障害と年齢
層の方が集まるイベントで、音楽はもちろ
ん天井に設置されたミラーボールの照明に
より、ダンスフロアをクラブやディスコのよ
うに華やかに演出した。
最初は周りを気にして恥ずかしがっていた
参加者も、いつのまにかリズムに合わせて
体を動かし楽しんだ。

第 26 回 KBDF 杯

日程
会場

観覧・入場料
来場・参加者

主催

6.6（日）
横浜市技能文化会館
前売2,000円（半日）、3,000円（終日）
75人

（一社）神奈川県ボールルームダンス連盟

アマチュアの生徒とプロ講師がカップルを
組み、優勝を争う競技会を開催。
教室対抗戦も実施し、団体優勝を目指し
て盛り上がった。

BCD級ダンス競技会

日程
会場

観覧・入場料
来場・参加者

主催

5.9（日）
横浜港大さん橋国際客船ターミナル 大さん橋ホール
当日A席4,500円、B席4,000円 ほか　　
426人

（一社）神奈川県ボールルームダンス連盟

社交ダンスのアマ・プロ競技選手のクラス
別大会を開催。B級、C級、D級の各セクショ
ンとも、上位に入賞した選手は昇級の資
格を得られるため、参加者全員が入賞を
目指し、白熱した戦いが繰り広げられた。

市民ダンス交流会

日程
会場

参加費
参加者

主催

5.23（日）
横浜市技能文化会館
１部又は２部のみ1,000円、両方の部1,500円
23人

（一社）神奈川県ボールルームダンス連盟／アマチュアダンス指導員
統括委員会

感染症対策を考慮して、従来のダンスタイ
ム中心の市民ダンス交流会ではなく、練習
会として企画。
ラテン９組、スタンダード 15 組のダンス
愛好家と競技選手が参加。コロナ禍で思
うように練習できない中、参加者にも大変
喜ばれた。

Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2021 のプレ期間・ポスト期
間にわたり、横浜アーツフェスティバル実行委員会の広報協力
のもと、様々な団体がダンス関連プログラムを企画・実施した。

【申請数】
　56 件（うち 13 件中止等）

パートナー事業
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KAAT 神奈川芸術劇場プロデュース　

未練の幽霊と怪物 ー「挫波」「敦賀」ー

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

6.5（土）～26（土）
KAAT神奈川芸術劇場 〈大スタジオ〉
森山未來、片桐はいり、栗原類、石橋静河、太田信吾／七尾旅人（謡手）
演奏： 内橋和久、筒井響子、吉本裕美子
一般6,800円、U24 3,400円、高校生以下1,000円 ほか
4,310人
KAAT神奈川芸術劇場

能のフォーマットを応用し、潰えた「夢」
を幻視する、レクイエムとしての音楽劇。
現代演劇の旗手として国際的に活躍する
劇作家・演出家の岡田利規が、現存する
世界最古の舞台芸術「能」に触発され、
描いた作品。
作・演出：岡田利規
音楽監督・演奏：内橋和久

ベイサイドカップ争奪

横浜市ダンススポーツ大会

日程
会場

参加費
参加者

主催

6.13（日）
神奈川スポーツセンター 第一体育室
5,000円
541人
横浜市ダンススポーツ連盟／神奈川県ダンススポーツ連盟

A級、C級、D級、シニアⅡA、シニアⅢA の
公認競技大会を開催。ベイサイドカップ争
奪戦のスタンダード種目優勝は、小嶋みな
と・盛田めぐみ組、ラテン種目優勝は吉
田周平・吉田有紗組。その他にも各級別
の競技を開催した。

SU-ZU style @ 三井アウトレット BAYSIDE STAGE 

日程
会場

出演
観覧・入場料
来場・参加者

主催

6.20（日）
三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド 
Aブロック １階セントラルコートステージ
SU-ZU style 所属キッズダンサー
無料
324人
三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド

三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド
内オープンスペ ースのステージに、SU-
ZU style 所属キッズダンサー 10 チーム
が参加。VOGUE ダンスから始まり、HIP 
HOP、WAACK、POP、JAZZ FUNK、
LOCK と各ジャンルのダンスチームが会場
を盛り上げた。

近藤良平（コンドルズ）× 永積 崇（ハナレグミ）

great journey 5th

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

6.24（木）～27（日）
横浜赤レンガ倉庫１号館  3Fホール
近藤良平（コンドルズ）、永積 崇（ハナレグミ）
前売一般4,800円、U25 4,000円、高校生以下2,000円／当日5,300円
528人
横浜赤レンガ倉庫１号館

近藤良平（コンドルズ）と永積崇（ハナレ
グミ）が、音楽にダンス、トークや即興な
ど様々な表現でセッションを繰り広げた。
今回は２人が過去４回シリーズを振り返る
オンライントークを YouTube で無料配信
した。

KAAT DANCE SERIES 2021 

イスラエル・ガルバン『春の祭典』

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

6.18（金）～20（日）
KAAT神奈川芸術劇場 〈ホール〉
振付・ダンス: イスラエル・ガルバン
ピアノ: 片山柊、増田達斗
SS席8,000円、S席7,000円、A席5,000円、B席3,000円、U25各半額 ほか
1,701人
Dance Base Yokohama

ジャンルを軽々と飛び越える革新的なパ
フォーマンスで観るものを圧倒させてきた
イスラエル・ガルバンによるイーゴリ・スト
ラヴィンスキー作曲『春の祭典』を上演。
ピアニスト片山柊と増田達斗が参加し、２
台のピアノによる『春の祭典』の魅惑的な
響きと楽器のように身体を操るガルバンの
踊りが共鳴することで、観客を圧倒した。
共催：KAAT神奈川芸術劇場

Viva ! Imigração japonesa

オープン・サンバ・エンサイオ with ブロコ城南

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

6.19（土）
象の鼻パーク
ブロコ城南（サンバチーム）、大島富士見観音堂 伊藤修堂守
無料
45人
NPO法人ブラジルsolidário横浜

日本移民 113 周年記念の日である 6 月
18 日の翌日にイベントを開催。移民の無
縁仏を祀る大島富士見観音堂 伊藤堂守に
よる講話の後、ブロコ城南のオープン練習
会を実施。来場者もサンバダンスや演奏に
参加し、大人から子供まで幅広い方々に
楽しんでいただいた。

提供 Dance Base Yokohama　©Naoshi HATORI

Photo：Sugawara Kota
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イスラエル・ガルバン『SOLO』

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

6.28（月）～29（火）
横浜市役所 アトリウム
イスラエル・ガルバン
自由席5,000円 ほか
275人
Dance Base Yokohama

ダンスとギターと歌の三位一体で構成され
る伝統的なフラメンコの全ての要素をイス
ラエル・ガルバン１人が担うソロ作品で、
世界各国の著名劇場のほか、美術館など
様々な会場で上演されてきた代表作。今
回の公演では、ガラス張りで屋外に面した
横浜市役所 アトリウムで、日の落ちるタイ
ミングに上演し、街が夜に移りゆく景色と
のコラボレーションも実現した。

TRIAD DANCE PROJECT

～ダンスアカデミックの継承、そして未来への提言
― フォーキン、キリアン、フォーサイス そして岡田利規～

ダンスの系譜学　安藤洋子×酒井はな×中村恩恵

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

7.3（土）、7.4（日）、8.21（土）、9.25（土）、9.26（日）
Dance Base Yokohama
中村恩恵、酒井はな、四家卯大、安藤洋子、木ノ内乃々、島地保武、
山口泰侑 ほか
３公演セット10,000円、１公演4,000円 ほか
216人
Dance Base Yokohama

2021 年 10 月の TRIAD DANCE PROJECT
「ダンスの系譜学」愛知公演を前に、中

村恩恵、酒井はな、安藤洋子の３人のアー
ティストによる横浜トライアウトを開催。そ
れぞれがこれまで協働してきた原点となる
振付家作品とその再構築となる新作との２
作品を発表した。

～おやじが踊ってええじゃないか～

かなっくホール de 夏おどり

日程
会場
出演

観覧料
参加者

主催

8.9（月）
かなっくホール（神奈川区民文化センター） ホール、ホワイエ
ダンスパフォーマンス集団 出舞一丁
無料
10人
かなっくホール（神奈川区民文化センター） 

中高年男性を中心にしたダンスパフォーマ
ンスチーム「出舞一丁」出演の Facebook
ライブ配信企画。ダンスを中心に、メンバー
の自己紹介や質問コーナー、特技の披露
などを行った。視聴者の方々のコメントを
司会者が随時紹介するなど、双方向で楽
しめる企画を実施した。

展示「Dance Dance Dance」

日程
会場

観覧・入場料
主催

8.11（水）～9.20（月・祝）
中央図書館 ５階エレベーター前
無料
中央図書館調査資料課

バレエ・モダンダンス・日本舞踊など様々
なジャンルのダンスについて、歴史や概
要、技術を解説した本や、鑑賞するため
の本、ダンサーの伝記・エッセイ・写真集
など、入門書・実用書から評論・研究書
まで、ダンスに関する本を幅広く集めて展
示した。

KAAT キッズ・プログラム 2021

ククノチテクテクマナツノボウケン

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

7.12（月）～19（月）
KAAT神奈川芸術劇場 〈大スタジオ〉
柴一平、清家悠圭、岡村樹、黒須育海、井田亜彩実、永井直也
大人3,500円、子供（4歳～高校生）1,000円
1,076人
KAAT神奈川芸術劇場

「夏休み」をテーマにした、振付家・北村
明子演出による新作ダンス公演。北村明
子が構築する身体表現と世界観に、自然
と生き物をモチーフに身体や生命について
訴えかける作品を数多く手がけてきた若手
の現代美術家・大小島真木の作品が、子
供たちの様々なイメージを沸き起こし、未
知なる世界に導いた。
後援：神奈川県教育委員会
　　　横浜市教育委員会

中区ダンスフェスティバル 2021

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

7.22（木）
関内ホール 大ホール
横浜市を中心に活動をしているダンスチーム
600円
811人
中区ダンスフェスティバル実行委員会

平成 19 年の横浜開港 150 周年を盛り上
げる事業として発足し、以来毎年開催。
今年で 15 回目を迎えたイベントには、国
際色豊かなオールジャンルの 31 のダンス
チームが参加。過去最多となった出演者
が大舞台の照明と音響を受けて、日頃の
成果として最高の演技を披露した。

提供 Dance Base Yokohama　©Naoshi HATORI 提供 Dance Base Yokohama　©Yulia Skogoreva
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ALOHA HULA 2021

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

8.20（土）～21（日）
日本丸メモリアルパーク
各フラダンスグループ、
ゲストミュージシャン（神保 滋、Keiko、松本ノボル）
無料
3,000人
カ フラ ホア事務局

ハワイ王国 第 7 代国王 カラーカウアの
横 浜 寄 港 140 周 年 を記 念し、「ALOHA 
HULA」を歴史と未来が交差する “よこは
まみなとみらい” で開催。日本丸をバッ
クに、生演奏によるフラダンスステージや
ミュージックライブ、ハワイアンショップの
出店などハワイを感じる２日間となった。

JAPAN DANCE DELIGHT VOL.27 FINAL

日程
会場

観覧・入場料
来場・参加者

主催

8.21（土）
パシフィコ横浜  国立大ホール
6,000円
2,100人

（株）アドヒップ

世界最高峰ストリートダンスコンテスト
「JAPAN DANCE DELIGHT」。1994 年

に開始し、今回で 27 回目を迎える世界規
模のダンスコンテストとして最も歴史ある
大会。本年は国内代表チームのみ、全 40
チームが出場。今大会を制したのは、５度
目の優勝となる「MORTAL COMBAT」。

Dance ! Dance ! Ori Japan

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

8.29（日）
関内ホール 小ホール
タヒチアンダンス・フラダンス・ポリネシアダンスチーム
無料
600人

（一社）タヒチアンダンス協会Ori Japan

ポリネシアな１日を！をテーマにハワイア
ン・タヒチアンダンスチームによる、観て、
聴いて、踊って、楽しい祭典となった。

ロシア・バレエ・ガラ 2021

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

8.30（月）
神奈川県民ホール 大ホール
オクサーナ・ボンダレワ、イリーナ・コシェレワ、直塚美穂、
アンドレイ・エルマコフ ほか
7,500円
802人
光藍社／神奈川芸術協会

クラシック・バレエの聖地ロシアを代表す
る劇場のミハイロフスキー、ボリショイ、
マリインスキー、モスクワ音楽劇場、ペル
ミから実力派ソリストが来日。カンパニー
の枠を越えた夢の競演が実現、ロシア・
バレエの伝統美を存分に堪能できる舞台と
なった。

ダンス指導研修会

日程
会場
講師

参加費

参加者
主催

8.28（土）～29（日）
関内ホール  リハーサル室４、横浜デジタルアーツ専門学校 ２号館体育館
高野純（スヌーピー）、紺野晃弘（Aking）
前売一般27,830円、学生26,180円、横浜市在住・在勤・在学者限定
24,830円 ほか
28人

（一社）ダンス教育振興連盟JDAC

ダンス指導研修会を実施。現代的なリズム
のダンス、フォークダンス、創作ダンスといっ
た、学校教育に取り入れられているダンス
をはじめ、すぐに現場で使えるアイスブレ
イクやリズム遊び、振付指導の方法、リス
クマネジメント、安全に指導するための注
意点など、幅広く学べる場となった。

Ori Tahiti Party 8

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

8.29（日）
関内ホール 小ホール
Mahine、Ori O’a TAHITIメンバー
無料
110人
Ori O'a TAHITI

Ori O’a TAHITI メンバーによるタヒチア
ンダンスのショー、Mahine によるワーク
ショップとショーを実施。タヒチの伝統文
化を皆様にお楽しみいただいた。



64

KAAT 神奈川芸術劇場プロデュース

近松心中物語

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

9.4（土）～20（月・祝）
KAAT神奈川芸術劇場 〈ホール〉
田中哲司、松田龍平、笹本玲奈、石橋静河 ほか
S席9,500円、A席6,000円、U24 4,750円、高校生以下1,000円 ほか
8,187人
KAAT神奈川芸術劇場

個性豊かな俳優 19 人で紡ぐ、新しい『近
松心中物語』。これまで 50 人規模の出演
者で描かれてきた戯曲を、19 人の出演者
とともに、新芸術監督・長塚圭史が描いた。
多くの兼役を演じ分ける実力派俳優陣と、
個々の魅力を生かして紡がれる情景も大き
な見どころとなった。

秋季ダンス祭

日程
会場

観覧・入場料
来場・参加者

主催

9.12（日）
ローズホテル横浜　ザ・グランドローズボールルーム
当日30,000円 ほか
40人

（一社）神奈川県ボールルームダンス連盟

神奈川県ボールルームダンス連盟が主催
するダンス愛好家が集うダンスパーティー。
アマチュアによるデモンストレーションのほ
か、技術発表の場として開催した。

いっしょに踊ってみよう♪子供はだれでも大歓迎！
はじめてでも大丈夫！ HIPHOP ダンスに挑戦！
振り付けにもトライ！

日程
会場
出演

参加費
参加者

主催

9.25（土）～29（水）
横浜ベビーヒップホップスタジオ
横浜ベビーヒップホップスタジオインストラクター

（Aki、HISAMI、MITO、NATSUMI、Syota、Chinami、TAE、maco） 
1,500円
100人
横浜ベビーヒップホップスタジオ

子供たちと「コレオグラフ＝創作」をテー
マにイベントを実施。赤ちゃんから高校生
まで、各年代のクラスごとに、音に合わせ
て体を動かしたり、振付創作に取り組んだ。
ダンスや音楽は楽しく、また、創作や表現
も楽しいものであると子供たちが体感でき
るイベントとなった。

BCD 級ダンス競技会

日程
会場

観覧・入場料
来場・参加者

主催

9.26（日）
横浜港大さん橋国際客船ターミナル 大さん橋ホール
前売A席4,500円、B席4,050円 ほか
370人

（一社）神奈川県ボールルームダンス連盟

社交ダンスのアマ・プロ競技選手のクラス
別大会を開催。B 級、C 級、D 級の各セクショ
ンとも、上位に入賞した選手は昇級の資
格を得られるため、入賞を目指し、白熱し
た戦いが繰り広げられた。

観月会

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

9.18（土）～23（木・祝）
三溪園 旧燈明寺本堂
リュート：金子浩、踊り手：藤間翔央、日本舞踊振付：藤間恵都子 ほか
P・A・C席1,500円、B席：1,000円（別途三溪園入場料）
5,124 人

（公財）三溪園保勝会

美しい月を眺めながら音楽をお楽しみいた
だける観月会を開催。ライトアップされた
歴史的建造物の建ち並ぶ夜の庭園の散策
と、重要文化財旧燈明寺本堂を舞台に日
替わりで開催した演奏会は、日本の伝統
音楽に加え、リュートと日本舞踊を融合さ
せた演目や、サックスとピアノによる日本
の唄の演奏など、秋の夜にふさわしい情
緒豊かなひとときをお楽しみいただいた。

～知的ハンディのある人たちのパフォーミングアーツ～

素敵な出会いフェスティバル

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

9.19（日）
杉田劇場（磯子区民文化センター） ホール
内海準吾、鈴木凛太朗 ほか
一般2,500円、高校生以下1,500円
156人
NPO法人ドリームエナジープロジェクト

第１部（音楽）は、ダウン症や自閉症のあ
るパフォーマーたちによる演奏。第２部（演
劇）は、知的ハンディのある若者たちによ
る、映像メッセージとダンスを取り入れた
演劇を上演。困難な中でも、生き生きとし
た、身体の源からあふれるパフォーマンス
をお楽しみいただいた。
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熊谷和徳

表現者たちー LiBERATioN

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

9.30（木）～10.3（日）
横浜赤レンガ倉庫１号館  3Fホール
熊谷和徳
7,800円
497人
キョードー東京

米ダンスマガジンにおいて「世界で観る
べきダンサー 25 人」のうちの 1 人に選
ばれたダンスアーティスト・熊谷和徳と 
OLAibi、平原慎太郎＆辻本知彦、ハナレ
グミをゲストに迎え、詩などを盛り込んだ
パフォーマンスを繰り広げた。

（動画配信）

初めてのコンテンポラリーダンス

日程
会場
出演

観覧料
参加者

主催

10.1（金）～11.30（火）
リリス（栄区民文化センター） ホール
講師・振付・ダンサー：佐々木紀子、ダンサー：中村真知子、
ピアノ：花田えり佳、チェロ：白井彩
無料
10人
リリス（栄区民文化センター）

初心者でも気軽に参加できるよう、コンテ
ンポラリーダンスのワークショップをシリー
ズ３回の動画配信で実施。ナビゲーターと
してリスの「リリスちゃん」も登場し、リリ
スレジデンスアーティスト花田えり佳氏演
奏のピアソラ『オブリビオン』で踊る簡単
な作品をレクチャーした。

ボールルームダンスレッスン

日程
会場
講師

参加費
参加者

主催

10.2（日）～11.28（日）
ヤマモトダンスアカデミー
ラテン：川端宏範・川端優子、スタンダード：山本大輔・山本桂子
ラテン：1,100～2,200円、スタンダード：1,000円
84人
みなとみらいダンスサークル

プロのダンサーによる、社交ダンスの基礎
から中級のレッスンを実施した。ラテンはル
ンバ、チャチャチャ、サンバ、ジャイブのベー
シックとシャドーの強化を、スタンダードで
はワルツ、タンゴ、スローフォックストロッ
トのルーティンのレッスンを開催。

横濱 JAZZ PROMENADE 2021

日程
会場
出演

観覧料
参加者

主催

10.9（土）～10（日）
横浜赤レンガ倉庫１号館 3Fホール、CROSS STREET
高瀬龍一セクステット、中村恵介クインテット、RS5pb ほか
無料
178人
横濱JAZZ PROMENADE実行委員会

横 濱 JAZZ PROMENADE 2021 は、「 横
浜のジャズの灯を絶やさない」という想い
のもと、今回は横浜赤レンガ倉庫１号館、
CROSS STREET から、YouTube で の 無
観客ライブを開催。配信により幅広い層の
お客様にお楽しみいただいた。

CheerParadise BRANCH 横浜南部市場

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

10.2（土）
BRANCH横浜南部市場 海辺広場
チアチーム30組
無料
570人

（一社）チアリーダーズ協会 CheerParadise事務局

Cheer Paradise は《チアの元気・夢・た
くさんの笑顔を届けよう！》をコンセプト
として、2013 年から開催。背景に海が広
がる海辺広場に、キッズからシニアまで、
たくさんのチアリーダーたちが集まり、チ
アスピリット溢れるパフォーマンスを披露し
た。ポンポン等のグッズを作成し、観客席
から応援する保護者も多く、チアならでは
の風景が広がった。

第 28 回 カ フラ ホア

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

10.2（土）～3（日）
横浜港大さん橋国際客船ターミナル 大さん橋ホール
フラ教室70組以上
ミュージシャン：ホオナネア、マカラプア
無料
5,250 人
カ フラ ホア事務局

海をバックにしたフラやタヒチアンの華や
かなステージ、ハワイに関連するクラフト
ワークショップの数々、そして様々なお店
が並ぶハワイアンショッピングモールでの
お買い物を来場者に楽しんでいただいた。
会場の外では誰でも参加できる “カニカピ
ラ” なども開催し、ハワイやフラと親しめ
る２日間となった。

Photo：Makoto Ebi
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FUN ! FUN ! FUN !　～みんなのみなみ de SHOW ～

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

10.10（日）
吉野町市民プラザ ホール
Enegertic girl & Elfin Pop、OHANA、Brush Up ★、White crow、
Heirani、Laugh ☆ mate、FUNBURGERキッズダンサー、FUNSTAR
無料
310人
吉野町市民プラザ

ダンス発表・交流の場となるべく、地域
に根ざしたダンスイベントを開催。メン
バーの多くが南 区 在 住・ 在 勤の障 害の
あるメンバーで結成されたダンスチーム

「FUNSTAR」のダンス作品（FUNBURGER
キッズダンサーとの合同制作）をメインと
し、インクルージョンイベントとしてより多
くの方に障害者への理解を深めてもらう機
会となった。

第８回 ISOGO ダンスまつり

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

10.16（土）
磯子公会堂
HANA、HERO、ERIKA SATO ほか
無料
900人
磯子区役所

コンテスト部門、発表会部門、ダンスバト
ル部門の３部門のダンスイベントを実施。
様々なジャンルのダンスパフォーマンスが
披露された。

NDLS 技術検定試験

日程
会場

参加費
参加者

主催

11.7（日）
ダンススタジオ ステップバイステップ
8,000～30,000円
22人

（一社）神奈川県ボールルームダンス連盟

ダンサーが自己の資質の向上と思考の形
成を目指すと同時に、個々のダンス教室の
発展を目指し、1 級から 4 級、S級・F級・
SF 級の各級別の検定試験を行った。

“Howdy Buddy” vol.zero in YOKOHAMA

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

11.21（日）
都筑公会堂
gb、Beverly ほか
前売1,800円（小学生以下無料） ほか
892人
WAVERS PLEX Dept.（Planning and Execution）　

（株式会社WAVERS内）

「参加して楽しい、観て楽しい」をコンセ
プトに初 開 催。11 団 体 289 人のキッズ
ダンサーと、42 チームのダンスチームが
参加。ゲストステージでは女性シンガーの
Beverly、男性シンガーの gb を迎えた。

日本丸メモリアルパークパフォーマンス

2021-2022「路上の身体祭典 H ！」　
新人 H ソケリッサ！横浜路上ダンスツアー #2

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

10.21（木）
日本丸メモリアルパーク
アオキ裕キ、新人Hソケリッサ！（小磯松美、平川収一郎、渡邉芳治、
山下幸治、西篤近、浜岡哲平）
無料
121人
アオキカク

巨大な帆船日本丸とランドマークタワーを
バックに、裸足で転がり這い踊る小さな身
体。堂々たる横浜の夜景との対比が美し
いダンスパフォーマンスとなった。

奈落

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

10.23（土）～24（日）
 KAAT神奈川芸術劇場　〈大スタジオ〉
中川賢、髙原伸子、皆川まゆむ、加賀谷一肇、安岡由美香、末冨真由、
湯淺愛美、村上ふみ、森川真央、田﨑真菜、上田舞香、櫛田祥光
4,800円
377人
Horrortiful Dance Company Lasta（Dance Company Lasta）

「人間とは業の深い生き物である」
人間の内に秘めた強烈なまでの嫉妬や妬
み、そして欲望の果てに広がる世界を、１
人の男の葛藤や苦しみ揺れ動く心を通して
描いた作品。
前回の『ナラク』から１年８か月、新たな
視点や発想から構築し、新たなキャスト、
新たなストーリー、そして新エンディングへ
と作品を改変し、『奈落』として上演した。

Photo：岡本千尋
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全関東ダンス選手権大会

日程
会場

観覧・入場料
来場・参加者

主催

11.21（日）
横浜港大さん橋国際客船ターミナル 大さん橋ホール
2,000～6,000円
447人

（一社）神奈川県ボールルームダンス連盟

アマ・プロ競技選手の 10 セクションの東
部連盟公認全関東ダンス選手権を開催。
選手たちによる熱戦が繰り広げられた。

ラティドス フラメンコス フェスティバル 2021

日程
会場
出演

観覧・入場料
来場・参加者

主催

11.23（火・祝）
神奈川県立青少年センター 紅葉坂ホール
笹岡洋子、齊藤奈々、吉水久美子、横山京依、ラティドス フラメンコス
練習生 ほか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3,000円
407人
ラティドス フラメンコス

ミュージシャン６人が奏でるフラメンコの曲
で、総勢 71 人のダンサーが全 19 曲を踊
りきった。
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プロモーション

〈 印刷物 〉フェスティバルガイドブック、フェスティバルリーフレット、ポスター等

■フェスティバルガイドブック（A4 サイズ、36 ページ）
８月下旬から 10 月中旬までに３万部発行
市内公共施設、協賛企業及び関連施設、駅等で配布

■フェスティバルリーフレット（A4 サイズ）
７月上旬から 10 月中旬までに８万部発行
市内公共施設、協賛企業及び関連施設、駅等で配布

来場者アンケートの主な結果

▲

主催・共催事業の来場者（有効回答数�,���件）

主催者アンケートの主な結果

▲

共催事業・パートナー事業の���事業の主催者 （※中止等を除き、有効回答数��件）

来場・参加者数

▲ ��,��� 人
※パートナー事業を含めた全プログラムの総来場・参加者数は��万人

経済波及効果

▲ �.�億円 （主催・共催事業のみ）

（主催・共催事業のみ）

市民認知率

▲ ��.�％（インターネット調査）

パブリシティ効果

▲ ��.�億円 （����年１月現在）

〈メディア露出件数〉
総計 テレビ・CATV ラジオ 新聞・雑誌 WEB

�,���件 ��件 ��件 ���件 ���件

来場者は市内在住が約６割、市内を除く首
都圏が約４割。

コロナ禍でのフェスティバル開催について、
約７割の来場者が「よかった」と回答した。

来場者の公演・イベントの内容についての満足度は約８割。また、約７割が来場したプログラ
ムを「横浜ならではのプログラムとして満足した」と回答した。

フェスティバルに来場して、「横浜の魅力が高まった」と感じた来場者は約７割、「今後、もっと
横浜に来る機会を増やしたい」と感じた来場者は約６割だった。

居住地はどこか 公演・イベントの内容はどうか

今後、もっと横浜に来る機会を
増やしたいと思ったか

フェスティバル開催で
横浜の魅力は高まったか

フェスティバル開催で
　街の魅力や賑わいが向上したか 参加・連携してよかったか 今後もダンスや音楽の

フェスティバル開催を期待するか
フェスティバル開催がコロナ禍における
イベント開催の判断に影響を与えたか

コロナ禍での
フェスティバル開催について

横浜ならではのプログラムとしてどうか

９割を超える主催者が「フェスティバルの開催により街の魅力や賑
わいの向上につながった」、「フェスティバルへ参加・連携してよかっ
た」と回答した。

「今後もフェスティバルが開催さ
れることを期待する」と、９割を
超える主催者が回答した。

「フェスティバル開催がコロナ禍
におけるイベント開催の判断に
影響を与えた」と７割弱の主催
者が回答した。

横浜市内
��.�％

大変
高まった

��.�％

大変
そう思う

��.�％

大変
よかった

��.�％
大いに

期待する
��.�％

大変
そう思う

��.�％
どちら

でもない
��.�％

そう思う
��.�％

期待する
��.�％

よかった
��.�％

普通
�.�％

そう思う
��.�％

大いに
増やしたい

��.�％ 大変
よかった

��.�％やや
よかった

��.�％

少し
増やしたい

��.�％

やや
高まった

��.�％

変わらない
��.�％ 変わらない

��.�％

普通
��.�％

大変満足
��.�％

大変満足
��.�％やや満足

��.�％ やや満足
��.�％

神奈川県
（横浜市外）

��.�％

東京都
��.�％

普通
��.�％ 普通

��.�％

千葉県 �.�％ やや不満 �.�％
大変不満 �.�％ 無回答 �.�％埼玉県 �.�％

��.�％

��.�％

��.�％

その他国内 �.�％

無回答 �.�％
海外 �.�％

��.�％ ��.�％

��.�％ ��.�％ ��.�％

��.�％

��.�％

無回答 �.�％
やや不満 �.�％
大変不満 �.�％

やや減じた �.�％
大変減じた �.�％ 無回答 �.�％

どちらでもない �.�％

あまりそう
思わない �.�％

無回答 �.�％
そう思わない �.�％

あまり
よくなかった �.�％

あまり
そう思わない �.�％どちらでもない �.�％

あまり
期待しない �.�％

無回答 �.�％
よくなかった �.�％

無回答 �.�％
期待しない �.�％

無回答 �.�％
そう思わない �.�％

やや減らしたい �.�％
来たくない �.�％ 無回答 �.�％

やや悪かった �.�％
大変悪かった �.�％

無回答 �.�％

開催実績
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プロモーション

〈 印刷物 〉フェスティバルガイドブック、フェスティバルリーフレット、ポスター等

■フェスティバルガイドブック（A4 サイズ、36 ページ）
８月下旬から 10 月中旬までに３万部発行
市内公共施設、協賛企業及び関連施設、駅等で配布

■フェスティバルリーフレット（A4 サイズ）
７月上旬から 10 月中旬までに８万部発行
市内公共施設、協賛企業及び関連施設、駅等で配布
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▲
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▲ ��,��� 人
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経済波及効果

▲ �.�億円 （主催・共催事業のみ）

（主催・共催事業のみ）

市民認知率

▲ ��.�％（インターネット調査）

パブリシティ効果

▲ ��.�億円 （����年１月現在）
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�,���件 ��件 ��件 ���件 ���件
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■主なポスター・チラシ
○メインビジュアルポスター（B1 縦、B2 縦、B3 横）
B1、B2

○学校向けリーフレット（A4 サイズ）

○横浜ダンスパラダイス 公式パンフレット
前期（B5 サイズ、32 ページ）

後期（B5 サイズ、36 ページ）

B3

会場：横浜市内全域　主催：横浜アーツフェスティバル実行委員会

＜協力＞ キリンビール株式会社、京浜急行電鉄株式会社、相鉄グループ、東急電鉄株式会社、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社、横浜高速鉄道株式会社、横浜信用金庫 ＜助成＞ 令和３年度 文化庁 国際文化芸術発信拠点形成事業、一般財団法人地域創造

○主催公演チラシ

横浜ベイサイドバレエ

エリア 50 代

柳家花緑 独演会

TENDRE × yurinasia

DRAMATIC WORKS
『SITA YOKOHAMA』

International Choreography × 
Japanese Dancers ～舞踊の情熱～

東京バレエ団『白鳥の湖』
（ブルメイステル版）

Noism Company Niigata × 小林十市
『A JOURNEY ～記憶の中の記憶へ』

『おさよ（落語版ジゼル）』
柳家花緑 × 東京シティ・バレエ団
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〈 PR グッズ 〉

○ポリエチレン袋
　（バイオマス素材使用）

○うちわ
○単色ボールペン
○クリアファイル

〈 フラッグ・サイネージ等 〉

■みなとみらい 21 地区
○動く歩道フラッグ（8.28 ～ 9.5）
○グランモール公園フラッグ（7.21 ～ 10.18）

■市内各地域
○コカ・コーラ自動販売機 POP 広告（８～ 10 月）
○髙島屋横浜店懸垂幕（７～ 10 月）
○のぼり旗：横浜ダンスパラダイス各会場等で掲出（７～ 10 月）

■デジタルサイネージ
横浜三井ビルディング、三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド、三井ショッピングパーク ららぽーと横浜、
ランドマークプラザ、MARK IS みなとみらい、そごう横浜店、横浜銀行各支店、野毛ちかみち、横浜市庁舎

〈 交通広告 〉
種　別 時　期 場　所

駅貼りポスター　 ７月～ 10.17
京急線、相鉄線、みなとみらい線、横浜市営地下鉄、
JR 横浜駅きた・みなみ通路

車内中吊りポスター 8.23 ～ 9.12 横浜市営地下鉄

車内サイネージ 8.23 ～ 9.12 横浜市営地下鉄

駅構内大型看板
8.23 ～ 9.5 東急・みなとみらい線横浜駅

8.23 ～ 9.19 横浜市営地下鉄横浜駅

駅構内サイネージ 8.23 ～ 9.5
東急・みなとみらい線横浜駅、みなとみらい線みなと
みらい駅、横浜市営地下鉄横浜駅

券売機上サイネージ 10.8 ～ 17 みなとみらい線みなとみらい駅
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76

〈 観光案内所等でのプロモーション 〉
○観光案内所スタッフのＴシャツ着用
○山下公園レストハウスでのリーフレット等の配架

〈 WEB プロモーション 〉

ステージナタリー、創造都市横浜、バレエチャンネル、ヨコハマ・アートナビ、
横浜市公式観光サイト「横浜観光情報」、横浜 LOVEWalker、DancersWeb、
Dews、Mikiki、Peatix、Qetic、SPICE

〈 オンライン記者説明会 〉
日程　 　　          6.24（木）　
メディア出席者 　　29 人
登壇　  　　小林十市ディレクター
　　　  　　山本康介ディレクター補佐
ゲスト　 　　柳家花緑
司会　  　　岩崎里衣

 横山　功志　Koji Yokoyama
グラフィック／ウェブデザイナー　インフォ・ラウンジ株式会社所属

Dance Dance Dance ＠ YOKOHAMA 2021　メインビジュアルデザイナー

インフォ・ラウンジ株式会社

2014 年インフォ・ラウンジ合同会社（現 インフォ・ラウンジ株式会社）に入社。明星大学日
本文化学部造形芸術学科プロダクトデザイン・木材造形専攻卒。学生時代からグラフィック
デザイナー・アヲタノブヒロ氏に師事。雑誌広告、CD ジャケット、玩具、商品パッケージやラ
ベル等のデザインを手掛け、グラフィックデザインを主なフィールドとする。近年は企業やイベ
ント、自治体等のロゴ、ウェブ、ポスター、販促物のデザイン等を主に手掛ける。

創業当初より地域情報化を次世代の産業と位置づけ、ICT（情報通信技術）による社会課題の
解決に取り組んでいます。地域情報化、福祉情報化、教育情報化を三大柱として、ウェブサイ
ト構築、ウェブシステム開発、アプリ開発、オープンデータ技術支援などを中心に事業展開し
ています。

〈 公式ウェブサイト・SNS 等 〉

■公式ウェブサイト（海外向けの情報発信として一部英語ページも作成）
https://dance-yokohama.jp/
ユーザー数　123,114、ページビュー数　779,848（4.1 ～ 11.30）

■ Twitter
@ArtsYokohama　フォロワー数　2,289（11.30 時点）

■ Facebook
https://www.facebook.com/DDDatYOKOHAMA　フォロワー数　3,014（11.30 時点）

■ Instagram
@dance_yokohama　フォロワー数　1,045（11.30 時点）

■プレスリリース配信サービス
PR TIMES　17 件配信

〈 横浜市等の広報媒体活用 〉
■広報よこはま（市版）

４月号（14 面）、５月号（16 面）、７月号（16 面）、８月号（３面）

■季刊誌「横濱」
2021 年夏号

■テレビ・ラジオ番組
○ tvk　 　　ハマナビ（9.4 放送）

○ FM ヨコハマ 　　YOKOHAMA My Choice ！（5.16、8.29 放送）
○ニッポン放送 　　ようこそ横浜（5.18、8.24 放送）
○ラジオ日本 　　ホッと横浜（6.3 ～ 4、9.16 ～ 17）
○インター FM 　　PUBLIC SERVICE ANNOUNCEMENT（8.23 ～ 27）
○文化放送 　　横浜流儀～ハマ・スタイル～（8.28）

■市交通局広報誌「ぐるっと」
夏号（7.28 発行）



77

〈 観光案内所等でのプロモーション 〉
○観光案内所スタッフのＴシャツ着用
○山下公園レストハウスでのリーフレット等の配架

〈 WEB プロモーション 〉

ステージナタリー、創造都市横浜、バレエチャンネル、ヨコハマ・アートナビ、
横浜市公式観光サイト「横浜観光情報」、横浜 LOVEWalker、DancersWeb、
Dews、Mikiki、Peatix、Qetic、SPICE

〈 オンライン記者説明会 〉
日程　 　　          6.24（木）　
メディア出席者 　　29 人
登壇　  　　小林十市ディレクター
　　　  　　山本康介ディレクター補佐
ゲスト　 　　柳家花緑
司会　  　　岩崎里衣

 横山　功志　Koji Yokoyama
グラフィック／ウェブデザイナー　インフォ・ラウンジ株式会社所属

Dance Dance Dance ＠ YOKOHAMA 2021　メインビジュアルデザイナー

インフォ・ラウンジ株式会社

2014 年インフォ・ラウンジ合同会社（現 インフォ・ラウンジ株式会社）に入社。明星大学日
本文化学部造形芸術学科プロダクトデザイン・木材造形専攻卒。学生時代からグラフィック
デザイナー・アヲタノブヒロ氏に師事。雑誌広告、CD ジャケット、玩具、商品パッケージやラ
ベル等のデザインを手掛け、グラフィックデザインを主なフィールドとする。近年は企業やイベ
ント、自治体等のロゴ、ウェブ、ポスター、販促物のデザイン等を主に手掛ける。

創業当初より地域情報化を次世代の産業と位置づけ、ICT（情報通信技術）による社会課題の
解決に取り組んでいます。地域情報化、福祉情報化、教育情報化を三大柱として、ウェブサイ
ト構築、ウェブシステム開発、アプリ開発、オープンデータ技術支援などを中心に事業展開し
ています。
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横浜アーツフェスティバル実行委員会

■委員長
　近藤　誠一 （公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 理事長）

■副委員長
　上野　孝 （横浜商工会議所 会頭）

■委員（所属団体 50 音順）
　崔　成基 （一般社団法人横浜青年会議所 理事長）
　宮林　聡 （株式会社アール・エフ・ラジオ日本 代表取締役社長）
　熊谷　典和 （株式会社テレビ神奈川 代表取締役社長）
　玉村　和己 （公益財団法人神奈川芸術文化財団 理事長）
　布留川　信行 （公益財団法人横浜観光コンベンション・ビューロー 理事長）
　福山　浩一郎 （ＮＨＫ横浜放送局 局長）
　兒玉　智彦 （横浜エフエム放送株式会社 代表取締役社長）
　京　克樹 （横浜市ケーブルテレビ協議会 会長）
　林　琢己 （横浜市 副市長）

■監事
　須藤　浩之 （株式会社神奈川新聞社 代表取締役社長）

■名誉委員長
　山中　竹春 （横浜市長）

■名誉顧問
　黒岩　祐治 （神奈川県知事）

Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2021 事業報告書
2022 年３月発行

発行・編集・著作権者　横浜アーツフェスティバル実行委員会

※当報告書に掲載されている全ての内容（文書・画像等）の無断転載・複製・転用を禁じます。
※当報告書は、敬称略で表記しています。
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