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事例１ 札幌アートステージ 2011 

・期間：2011 年 10 月 29 日～12 月 4 日 

・会場：札幌駅前通地下歩行空間 北 3条交差点広場、札幌コンサートホール kitara、

市内各所 等 

   

名称 会場 概要 

キックオフイベント ･札幌駅前通地下歩行空間 ・オープニングセレモニー 

・ＴＧＲステージ（コントライブ、 ファッ

ションショー等） 

・アート・ワークショップ 

・ライブドローイング 

・ＴＧＲプロモーションコーナー（舞台芸術

分門の作品紹介、チケット予約） 

・フリーマーケット 

・ウェルカムミニコンサート（小中学校の演

奏） 

・ART STREET 展示スタート(11/5･6) 

【舞台芸術部門】 

ＴＧＲ札幌劇場祭 

･市内劇場 演劇や人形劇、オペラなど、32 の舞台が会期

中に上演される。最終日には、審査員により

大賞が選ばれ、表彰式が行われる(10/29～

12/4) 

【学生音楽部門】 

さっぽろスクール 

音楽祭 

･札幌コンサートホール

kitara 

小中高校生による合唱、器楽、吹奏楽の公演

として、28 公演が行われる。加えて、浜松市

の中学校選抜吹奏楽団と市内中学校の合同

公演も開催(11/20) 

【音楽部門】 

クロスロードライブ 

･札幌駅前通地下歩行空間 サッポロを中心に活躍するミュージシャン

30 組の演奏。最終日には、30 組から選ばれ

た 3 組がファイナリストとして再登場

(11/12･13･19・20･27) 

【美術部門】 

アートストリート 

･札幌駅前通地下歩行空間 彫刻、立体作品、インスタレーション、グラ

フィックデザイン、映像作品、パフォーマン

ス、写真等のアーティストの作品を展示。

ワークショップ、ライブドローイングなどを

開催(11/5～12/4) 
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事例２ 第 8回音楽のまち・かわさき アジア交流音楽祭 

2012 かわさきアジアンフェスタ 

 

・期間：2012 年 4 月 14 日～4月 15 日 

・会場：川崎市教育文化会館、川崎駅周辺商業施設、川崎駅東口商店街区、 

コリアンタウン 等  

   

名称 会場 概要 

メインステージ ･川崎市教育文化会館 出演アーティストによる魅力あるステージ

とアジア交流音楽祭ならではの出演アー

ティス5組によるコラボ企画も予定している

(4/14) 

交流ステージ ･ミューザ川崎 

･ラ チッタデッラ 

･川崎地下街アゼリア 

･川崎ＢＥ 

･いさご通り 

･ラゾーナ川崎プラザ 

･銀座街 

･銀柳街 

･川崎ルフロン 

･川崎駅東口広場 

･川崎競輪場 

アジア各国や沖縄の民俗音楽、川崎市を拠点

に活動するストリートミュージシャンなど

によるライブコンサートを川崎駅周辺各所

で同時に開催(4/14･15) 

アジア屋台村 ･かわしんふれあい広場 

･仲見世通り 

アジア系飲食店や物販店を出店。(4/14･15) 

アジア系飲食店・物販

店による商品ＰＲ 

･川崎駅周辺の商業施設、商

店街 

商業施設や商店街にあるアジア系飲食店や

物販店の「商品」を紹介(4/14･15) 

タッチラリー ･市内各所 アジアンフェスタや交流ステージをめぐる

交通系 IC カード、IC 機能付携帯電話を使っ

たタッチラリーを開催(4/14･15) 

その他 ･キッチンランド川崎 

･銀柳街 

･銀座街 

・アジア料理教室(4/14･15) 

・商店街イベント(4/14･15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

事例３ ヨコハマトリエンナーレ 2011 OUR MAGIC HOUR 

 

・期間：2011 年 8 月 6 日～11 月 6 日 

・会場：横浜美術館、日本郵政海岸通倉庫、その他周辺地域 

   

名称 会場 概要 

アート展示 ･横浜美術館 

･日本有線海岸通倉庫 

･ヨコハマ創造都市センター 等

各地の会場で、国内外のアーティストの作品が

展示される(8/6～11/6) 

展示部門 

 

計38イベント 

･横浜赤レンガ倉庫 

･日本郵船歴史博物館 

･横浜ベイクォーター 

･横浜市民ギャラリー 

･神奈川県民ギャラリーホール 

･シネマ・ジャック＆ベティ 

･ＮＨＫ横浜放送局 等 

・Rocco's 横浜赤レンガ倉庫 KAWARA アート

100(5/21～12/18) 

・「洋上のインテリアⅡ」(8/6～11/27) 

・横浜ベイクォーター『ギャラリーBOX 人力発

電所』(9/1～11/28) 

・ ニ ュ ー ア ー ト 展 NEXT 2011 Sparkling 

Days(9/30～10/19) 

・『jazz for Casablanca 展』(9/17～30) 等 

パフォーミ

ングアーツ

部門 

 

計10イベント 

･横浜赤レンガ倉庫 

･ＫＡＡT 神奈川芸術劇場 

･ＳＴスポット横浜 

･象の鼻テラス 

･横浜ホームコレクション内「ハ

ウゼ」モデルホーム 

･横浜市立野毛山動物園 

・Utrobne～虚舟～うつろぶね(10/14～16) 

・ブートワークスシアター『ザ・ブラックボッ

クス』(10/14～16) 

・サーカムスタンス『サトルモブ：これが最後

であるかのように』(8/6) 

・Dance Theatre LUDENS 新作公演 「1 hour 

before Sunset」(9/16～19) 等 

音楽部門 

計 2 イベント 

･ヨコハマ創造都市センター ・ナショナルデーBrazil Day(10/16) 

・ナショナルデーSwiss Day(10/1) 

セミナー・講

座部門 

 

計12イベント 

･ヨコハマ創造都市センター 

･横浜市民ギャラリーあざみ野 

･日本郵船歴史博物館 

･象の鼻テラス 

･シネマ・ジャック＆ベティ 

・OPEN YOKOHAMA 「復興支援とクリエイティビ

ティ」(10/14) 

・あざみ野 Workshop Week：淺井裕介ワーク

ショップ「テープ森をつくろう」 

・第 5回アジア編集者会議 - 横浜 

・OPEN YOKOHAMA2011 シンポジウム&交流会

「街と恋に落ちる？ - 街とアートのケンケ

イ」(9/28) 等 

【
連
携
プ
ロ
グ
ラ
ム
】 

その他 

 

計14イベント 

･ヨコハマ創造都市センター 

･横浜市民ギャラリーあざみ野 

･象の鼻テラス 

･blanClass 

･岩崎ミュージアム 

･横浜赤レンガ倉庫  

・アートなピクニック おしゃべりなトリエン

ナーレツアー(10/1) 

・聞き耳ワールド kikimimi world(8/6～11/6)

・blanClass＋night(8/5～11/5) 

・版画アートラリーかながわ‘11(10/1～11/30)

・婚活アートプロジェクト アート DE デート

(10/16) 等 

新・港村 

～小さな 

未来都市 

･新港ピア 廃材や粗大ゴミを主材料に「小さな未来都市」

を作る。その都市は国内外から招待されたアー

ティストたちの集合スタジオとして公開される

(8/6～11/6) 

【
特
別
連
携
プ
ロ
グ
ラ
ム
】 

黄金町 

バザール 

2011 

･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 等 

アートによる街の再生をテーマに、国内外の

アーティスト 30 組が期間中滞在し、滞在制作を

行いながら地域や街を訪れた人と交流をする 

公開制作と展示期間：8/6～8/31 

展示期間：9/2～11/6 
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事例４ 水と土の芸術祭 

 

・期間：2009 年 7 月 18 日～12 月 27 日 

・会場：新潟市内各所  

   

名称 会場 概要 

アート展示 

 

作品数：71点 

･新潟市美術館 

･新津美術館 

･米倉庫 

･河川敷 

･海岸 等 

招聘、公募で集まったアーティストらが

市内各地の地形を活かし、地域住民との

協働でアートを制作する。屋内外合わせ

て 50 箇所で展示を行われる 

(7/18～12/27) 

地域イベント連携 

 

協賛登録団体数： 

190 団体 

･新潟市内各所 市民・地域が行っている祭り、伝統芸能、

食などの事業と連携して、一体的に紹介

していく(7/18～12/27) 

企画提案イベント支援

 

イベント数：70 件 

･新潟市内各所 市民・地域等が自ら主体となって企画立

案し、実施する団体等の取り組みを、「水

と土の芸術祭」に関する事業として活動

を支援する(7/18～12/27) 

美術館での展覧会 

 

イベント数：10 件 

･みなとぴあ 

･新潟市豊栄博物館 

･亀田郷土資料館 

･石油の世界館 

･中野邸美術館 

･新潟市新津鉄道資料館 

･重要文化財笹川家住宅 

･新潟市しろね大凧と歴史の館 

･新潟市潟東歴史民俗資料館 

･巻郷土資料館 

・「蒲原平野の 20 世紀－水と土の近代－」

(7/18～8/30) 

・写真で見る水と土と人々展(10/3～25)

・水と土の灯りトンネル 

・亀田縞の展示 

・蒸気機関車駆動装置模型 

・白壁の土蔵郡 

・横田切れの記録 

・大凧の展示 

・のぞきからくり 

・「越後毒消しコレクション」展 

・上総掘り模型、ビット類の展示 

教育プロジェクト 

「みずっちパラダイス」 

･天寿園及びその周辺 新潟市内にある幼稚園から高校、特別支

援学校まで様々な校種が参加し、大勢の

子どもの作品が展示される(8/15～23) 
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事例５ 神戸ビエンナーレ 

 

・期間：2011 年 10 月 1 日～11 月 23 日 

・会場：神戸ハーバーランド、ポーアイしおさい公園、兵庫県立美術館、元町高架下 等 

   

名称 会場 概要 

コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン 

･神戸ハーバーランド・ファミリオ

会場 

･ポートしおさい公園 

･神戸ハーバーランド「キャナル

ガーデン 1F ストリート」 

･元町高架下 

･デュオこうべ 

 

・アートインコンテナ国際コンペティション(10/1～

11/23） 

・しつらいアート国際コンペティション(10/1～11/23) 

・ゲートアートコンペティション(10/1～11/23) 

・グリーンアートコンペティション(10/1～11/23) 

・高架下アートプロジェクトコンペティション(2011 年

4 月から 12 月まで) 

・現代陶芸コンペティション(10/1～11/23) 

・大道芸コンペティション（10/1･2） 

・こども絵画コンクール(10/1～11/23) 

・いけばな未来展コンペティション(10/1～10/19) 

・フォトコンテスト(10/1～11/23) 

・書道コンペティション(10/1～11/23) 

企
画
展
示 

･兵庫県立美術館 

･神戸ハーバーランド・ファミリオ

会場 

･ポートアイしおさい公園 

･さんきたアモーレ広場 

･ＢＢプラザ美術館 

・招待作家展 REFLEXIONEN ひかり いろ かたち (10/1

～11/23) 

・いけばな未来展(10/1～11/23) 

・工芸展(10/1～11/23) 

・日本画展(10/1～11/23) 

・障がい者公募作品展 ハートでアートこうべ-とびらの

むこうにひかり輝く可能性-(10/1～11/23) 

・天津招待作家展(10/1～11/23) 

・光州招待作家展(10/1～11/23) 

・文化庁メディア芸術祭ネットワークス(10/1～11/23) 

・東北から「祈りを紡ぐ」写真展(10/1～11/23) 

・杉原紙の足下灯(10/1～11/23) 

・神戸の生活文化発信(10/1～11/23) 

・いけばな野外展(10/1～11/23) 

・太陽光発電オブジェ(10/1～11/23) 

・まちなかグリーナート(10/12～16、10/18～23)  

・関根伸夫「位相―大地」 再制作プロジェクト2011(9/22

～10/14) 

・天津からの贈り物－EYE－阪神観写真展 越境する文学

への旅(11/5～12/11) 

・書道展(10/1～11/23) 

イ
ベ
ン
ト 

･ホテルオークラ神戸 

･兵庫県立美術館 

･シマブンＢＢプラザホール 

･邦語圏公館 

･ハーバーランドスペースシア

ター 

･神戸文化ホール 

･三ノ宮 クラブ「月世界」 

･神戸ハーバーランド・ファミリオ

会場 

･神戸市内の洋菓子店、和菓子店、

ベーカリー等 

・特別シンポジウム きらめく日本の文化力(10/4) 

・きら kira コンサート(10/5･8･9･12･19･21･23･30、

11/5･6･8･11･17･19･20･21･22) 

・沖縄県本土復帰 40 周年プレイベント 沖縄の日-遠い

声 遥かな潮風-(10/10) 

・ヘア・アートコレクション A.T.I 神戸ビエンナーレ

2011 IN クラブイベント CIRCUS(10/17)  

・ボディジュエリー(10/1～11/23) 

・神戸ビエンナーレ2011 スイーツスタンプラリー(10/1

～11/23) 

 

 



 7

事例６ 第 49 回岡山市芸術祭 

 

・期間：2011 年 9 月 1 日～12 月 11 日 

・会場：アムスメール上之町商店街、岡山市立市民文化ホール、ルネスホール 

さん太ホール、岡山県立美術館ホール、岡山県天神山文化プラザ 等 

 

名称 会場 概要 

岡山市主催 

企画提案事業 

 

計 19 イベント 

･JR 岡山駅 

･アムスメール上之町商店街

･ルネスホール 

･西川アイプラザホール 

･岡山シンフォニーホール 

･岡山市民会館 等 

・オープニング前夜イベント 駅前－エキマエ－(9/3)

・第 49 回岡山芸術祭オープニングイベント(9/4) 

・中高年ミュージカル発起塾公演「花のクッキー売り

娘」(11/19、20)  

・第 43 回岡山市民文芸祭（11/20） 

・第 2回こビエンナーレ(12/13～18) 等 

美術部門 

 

計 12 イベント 

･岡山県天神山文化プラザ 

･エネルギアプラザ 

･岡山市立瀬戸町図書館 

･さんかく岡山 

･足守町並み保存地区 

・第 11 回 葦の森展(9/17～19) 

・第 47 回 岡山彫刻会展(10/18～23) 

・MOA 美術文化展(11/12～13) 

・第 24 回 岡山市御津郷土作家展(11/27～12/4) 

・第 29 回 ODA 展(11/29～12/4) 等 

音楽部門 

 

計 30 イベント 

･岡山シンフォニーホール 

･西川アイプラザホール 

･岡山市立市民文化ホール 

･岡山市立オリエント美術館

･岡山県立美術館ホール 等

・陽甚句‐Eyou Jinku‐(9/4) 

・第 50 回中国合唱コンクール(9/17、18) 

・オカリナ･フレンズミニミニコンサート（9/26） 

・第 27 回岡山ハーモニカクラブ定期演奏会（10/16）

・琴伝流大正琴第 12 回岡山県大会 （10/16） 等 

文学部門 

 

計 5 イベント 

･岡山市立中央公民館 

･吉備路文学館 

･招き猫美術館 

･岡山市立オリエント美術館

･岡山市半田山植物園 

・日本伝統俳句協会中国支部岡山県部会 第 20 回俳句

大会(9/25) 

・第 5回招き猫俳句大賞展(9/29～12/11) 

・特別展「正宗家の学問と芸術」(11/1～1/22) 

・第 26 回 岡山県俳句まつり(11/23) 等 

舞踊部門 

 

計 6 イベント 

･岡山市福祉交流プラザ 

･三友岡山城天守閣前広場 

･西川アイプラザホール 

･岡山県天神山文化プラザ

ホール 

・三宅和子舞踊生活 40 周年記念バレエスクールカズ

コ第 13 回発表会＆公演(9/4) 

・地唄舞 久の会 発表会(10/23) 

・第 35 回 モダンダンス発表会(10/29） 

・レッツゴースクエアダンスパーティー(10/30) 等

映像・ 

写真部門 

 

計 3 イベント 

･エネルギアプラザ 

･岡山市デジタルミュージアム講義室 

･岡山県天神山文化プラザ

ホール 

・第 3回 福浜カメラ同好会写真展(10/10～16) 

・映画「ビューティフル アイランズ」上映＆海南友

子監督講演会(10/15、16) 

・長編オペラ映画「椿姫」上映会(10/29) 

演劇部門 

 

計 5 イベント 

･岡山後楽園能舞台 

･岡山ドーム南側広場特設

テント 

･中山会館 

･西川アイプラザホール 

･TRUTH 

・田賀屋狂言会大曲稀曲を観る会シリーズ“狂言の新

曲を観る会”(10/6) 

・劇団どくんご公演第 25 番「A Vital Sign ただちに

犬」岡山公演(10/11、12、13) 

・朗読塾第15回記念公演「山本周五郎の世界」(11/5、6)

・シンデレラ・ドリーム(11/22～27) 

生活文化部門 

 

計 4 イベント 

･天満屋岡山店 

･建部町文化センター 

･岡山市灘崎文化センター 

･岡山県天神山文化プラザ 

・第 24 回 全国シルバー書道･岡山展(10/5～10) 

・第 12 回 岡山弁はええもんじゃ～ことばの祭り・建

部～(11/6) 

・第 24 回 石心会書道展(11/11～13) 

・第 46 回 墨象会展(11/22～27) 

その他 

 

計 3 イベント 

･岡山ふれあいセンターホール

･西川アイプラザホール 

･岡山市立市民文化ホール 

・リズミック＝アート(9/23) 

・全日本あすなろ腹話術協会岡山支部発表会(10/15)

・第 32 回 菊水流岡山地区発表会(10/16) 
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事例７ 福岡アジアマンス 2011 

 

・期間：2011 年 9 月～11 月 

・会場：福岡国際会議場、Ｔ・ジョイ博多、マリンメッセ福岡、福岡市役所 等 

 

名称 会場 概要 

2011年(第22回）

福岡アジア文化

賞 

･福岡国際会議場 アジアの固有かつ多様な文化の保存と創造に顕著な業績

をあげた個人又は団体を顕彰(9/15～18) 

アジアフォーカ

ス･福岡国際映

画祭2011 

･Ｔ･ジョイ博多 アジア各地の映画を上映し、優れたアジア映画の発信や、

映画を通して市民レベルでの文化交流、国際交流を目指

している(9/16～25) 

主
要
事
業 

ア ジ ア 太 平 洋

フェスティバル

福岡2011 

･マリンメッセ福岡 

･JR 博多駅前広場 

アジア太平洋各国の伝統芸能公演、ローカルフードや特

産品の販売、観光ＰＲブースの出展が行われる(10/8～

10) 

展覧会 

＆ 

展示事業 

･福岡市役所 

･福岡市博物館 

･プロミス（株） 

･ソラリアプラザビ

ル 

･福岡アジア美術館

･アクロス福岡 

･立命館プラザ福岡

･アクロス福岡 

・第 11 回ウズベキスタン展(9/12～16) 

・福岡市博物館特別展示展「日本とクジラ」(9/17～11/6)

・ネパール展(9/21～9/30) 

・アジアハイウェイ『東西回廊』写真展(9/26～30) 

・「福岡魂」vol.8(9/30) 

・日韓児童絵画交流展(10/3～10） 

・郎静山の写真－構成された伝統(10/13～12/13) 

・カザフスタン写真展(10/14～10/23) 

・APU PRENGO'11 夏タイボランティア活動報告写真展

(10/16～10/29) 

体験 

＆ 

交流事業 

･福岡市立婦人会館

･福岡国際交流会館

･大丸エルガーラ・

パサージュ広場 

･紺屋 2023 

･レンタルカフェ

Mu-Tuki 

･福岡市内小学校 

･ソラリア西鉄ホテル

・第 17 回 アジアの国々と食文化の交流(9/4) 

・story telling 'Asia'(9/16) 

・茶道裏千家淡交会福岡支部アジアマンスチャティ茶会(9/19)

・マレーシア茶話会(9/19) 

・紺屋×屋台×亜細亜(9/30～10/1) 

・One Day Cafe・トルコ(10/2) 

・平成 23 年度芸術交流宅配便アジアマンス芸能ワーク

ショップ(10/7～10/18) 

・ナショナルデー祝賀会 2011(11/22)  

映画事業 ･福岡アジア美術館

･エルガーラホール

・fidff 福岡インディペンデント映画祭 2011(9/9～9/13)

・第３回福大生による東アジア映画字幕制作･成果発表会

講演会 

＆ 

学術事業 

･福岡大学 

･シャンガーデン 

･福岡市立婦人会館

･アクロス福岡 

･太宰府市いきいき

情報センター 

･よみうりプラザ等

・尹東柱の詩を読む 2011(9/17) 

・福岡・韓国大田研究交流講演会(9/21) 

・第 334 回 国連講演会「中央アジアと日本」(9/29) 

・第３回トルコ文化講座「イスタンブルという都市 （ま

ち）」(10/1) 

・七隈史学会 第 13 回大会(10/1･2) 等 

登
録
事
業 

音楽 

＆ 

演舞事業 

･mammamia&THE BEACH

･福岡アジア美術館

･福岡市内の学校 

･福岡市民会館 

･キャナルシティ劇場

･福岡市役所ふれあ

い広場 

･福岡市少年科学文

化会館 

・Rahul Acharya Japan tour 2011(9/3) 

・ジョー・ルイス タイ パペットシアター (9/15) 

・HULA JAPAN Fukuoka 5th Awards & Ho'ike(9/23) 

・キャナルシティ博多・イーストビル開業記念公演 「Ｊ

ＵＭＰ」(10/1～10) 

・ふくこいアジア祭り 2011(10/8～10/9) 

・ASIAN FORCE2011(9/23) 

・インドネシア・カルチャー・デイ 2011(10/29) 
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名称 会場 概要 

登

録

事

業 

その他事業 ･ヒルトン福岡シーホーク 

･LOVE FM“ソラリア･パーク

サイド･スタジオ” 

･ベイサイドプレイス博多 

･グランド･ハイアット･福岡

･福岡結核予防センター 

・ヒルトン福岡シーホーク「シンガポールフェア」 

・LOVE FM《Asian Month Flash》(9/1～10/8) 

・ベイサイドプレイス博多 グルッと！アジアンフー

ドフェスティバル(9/1～10/30) 

・香港フードフェスティバル(9/1～11/30)  

・外国人健康診断事業(9/13～16) 

 

 


