
2022年３月末現在

神奈川文化プログラム認証事業一覧

Ｎｏ. 事   業   名 主催団体名 実施期間 開催場所

1 高田博厚展 鎌倉市 2018/1/24-1/30 鎌倉市

2 第３回神奈川かもめ短編演劇祭
マグカル･フェスティバル実行委員
会

2018/1/25-1/28 横浜市

3 H29年度　地劇ミュージカル公開コンペ
マグカル･フェスティバル実行委員
会

2018/1/28 横浜市

4 A O　SHOW
マグカル･フェスティバル実行委員
会

2018/2/23-2/25 横浜市

5 シアターinＫＡＡＴ（東京の街が夢見る）
マグカル･フェスティバル実行委員
会

2018/3/9-3/11 横浜市

6 実朝出帆
マグカル･フェスティバル実行委員
会

2018/3/17-3/18 秦野市

7 富山県・神奈川県による文化シンポジウム 富山県、神奈川県 2018/3/25 横浜市

8 熊本マリの愛のふれあいピアノコンサート
マグカル･フェスティバル実行委員
会

2018/3/11 横浜市

9 アートフェスティバル連絡会議
マグカル･フェスティバル実行委員
会

2018/3/19 横浜市

10
第64回公認神奈川県吟剣詩舞道総連盟
吟詠コンクール決選大会

公益財団法人日本吟剣詩舞振興会
公認　神奈川県吟剣詩舞道総連盟

2018/4/15-5/6 横浜市

11 第11回神奈川県名流舞踊の会 神奈川県名流舞踊の会 2018/9/1 大和市

12 太鼓祭inさがみはら　第１回神奈川県大会 一般財団法人日本太鼓協会 2018/6/10 相模原市

13 平間わんぱく少年団　40周年記念公演　和太鼓コンサート 平間わんぱく少年団 2018/8/4 川崎市

14 第41回全日本おかあさんコーラス神奈川県大会 神奈川県合唱連盟 2018/3/21 大和市

15 ＳＨＯＷなんだいＤＥショー 湘南台音楽祭実行委員会 2018/5/26 藤沢市

16 第53回鎌倉美術展 鎌倉美術家協会 2018/6/29-7/5 鎌倉市

17
栗の里オルゴールコンサート～アンティークオルゴールの
展示・演奏・説明～「大人でも楽しめるオルゴール館」

有限会社笹生農園　レストラン栗
の里

2018/2/1-3/20 厚木市

18 仏像ラブ・トークin鎌倉市 ～仏像好きみんな集まれ！～
鎌倉市教育委員会、
文化財部鎌倉国宝館

2018/3/11 鎌倉市

19 学芸員と行く！はじめての仏像ツアーin鎌倉市
鎌倉市教育委員会、
文化財部鎌倉国宝館

2018/3/17 鎌倉市

20 特別展「仏像入門 - のぞいてみよう！ウラとワザ」
鎌倉市教育委員会、
文化財部鎌倉国宝館

2018/3/4-4/15 鎌倉市

21 庭をぬいぬい　柵瀨茉莉子 鎌倉市 2018/3/24 鎌倉市

22 第10回開成町瀬戸屋敷風鈴まつり
開成町文化団体連絡協議会・あし
がり郷瀬戸屋敷指定管理者（株）
オリエンタルコンサルタンツ

2018/6/19-6/24 開成町

23 第31回　2018開成町あじさいまつり 開成町あじさいまつり実行委員会 2018/6/9-6/17 開成町

24 開成町　瀬戸屋敷ひなまつり 瀬戸屋敷ひなまつり実行委員会 2018/2/17-3/4 開成町

25 ODORI　MATSURI　2018 株式会社　Vintom 2018/8/25-8/26 横浜市

※記載されている事業は認証時点の情報です。なお、2020年度以降に認証し新型コロナウイルス感染症の拡大防止の影響等により中止となった
事業については、事業名の右隣に（中止）と表記しています。
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26 公募第21回　中美神奈川展 中央美術協会 2018/6/5-6/11 横浜市

27 相模原市総合写真祭フォトシティさがみはら2018
相模原市総合写真祭フォトシティ
相模原実行委員会

2018/4/1-2019/3/31 相模原市

28 第42回　國藝書道院公募展 國藝書道院 2018/4/20-4/24 鎌倉市

29 第25回　県民共済「夏休みに描く絵画コンクール」 神奈川県民共済生活協同組合 2018/10/27-11/5 横浜市

30 神奈川男声合唱協会　第１５回演奏会 神奈川男声合唱協会 2018/5/3 横浜市

31 童謡コーラス　夏の大合唱会2018 NPO法人童謡コーラス支援事務局 2018/7/3 川崎市

32 第125回春季民謡舞踊大会
一般社団法人神奈川県民謡協会本
部

2018/5/12-5/13 横浜市

33 第25回神奈川県大衆音楽祭 神奈川県大衆音楽協会 2018/6/2 横浜市

34 第34回箱根馬子唄日本一全国大会 箱根馬子唄保存会 2018/7/1 箱根町

35 第33回21世紀国際書展 横浜市民ギャラリー 2018/7/11-7/15 横浜市

36 第21回神奈川県団体対抗かるた大会 神奈川県かるた協会 2018/3/21 横浜市

37 第49回神奈川二紀展 一般社団法人二紀会神奈川支部 2018/5/1-5/7 横浜市

38 eplus presents STAND UP! CLASSIC FESTIVAL 2018 株式会社イープラス 2018/9/23 横浜市

39 第40回神奈川地区連合大会
一般財団法人日本郷土民謡協会神
奈川地区連合会

2018/6/10 横浜市

40
平成30年度公益財団法人日本民謡協会
民謡民舞神奈川県第一連合大会

公益財団法人日本民謡協会神奈川
県第一連合委員会

2018/7/22 川崎市

41 第125回春季大会 一般社団法人神奈川県民謡協会 2018/4/15 横浜市

42 ＹＯＫＯＨＡＭＡゴスペルフェスティバルＶＯＬ.11
YOKOHAMAゴスペルフェスティバル
実行委員会

2018/8/12 横浜市

43 湯河原梅林「梅の宴」
湯河原町
梅の宴行事実行委員会

2018/2/3-3/11 湯河原町

44
若き演奏家たちによるクラシックアンサンブル
in古民家山十邸

愛川町教育委員会 2018/5/19 愛川町

45 特別展「生誕140年与謝野晶子展」 神奈川近代文学館 2018/3/17-5/13 横浜市

46 山川方夫と「三田文学」展 神奈川近代文学館 2018/1/27-3/11 横浜市

47 2018 第16回　バレエコンクールＩＮ横浜
公益社団法人日本バレエ協会関東
支部

2018/5/1-5/2、5/12 横浜市

48 第24回横濱演劇祭 横濱・演劇の会YES実行委員会 2018/5/11-8/26 横浜市

49 第16回全国プレバレエコンクールinさがみはら 合同バレエグループさがみはら 2018/8/24-8/26 相模原市

50 Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2018
横浜アーツフェスティバル実行委
員会

2018/8/4-9/30 横浜市
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51 人形劇まつりin川崎市民プラザ2018 かわさき人形劇まつり実行委員会 2018/7/22 川崎市

52 第61回神奈川県合唱祭 神奈川県合唱連盟
2018/6/9-6/10、
6/23-6/24

相模原市、鎌倉
市

53 第63回横浜俳句大会 横浜俳話会 2018/10/8 横浜市

54 第74回ハマ展 横浜美術協会 2018/10/31-11/12 横浜市

55 第20回日本演奏家コンクール 日本演奏家協会 2018/7/25-12/27
東京都、神奈川
県内各地

56 第4回「西湘地区ｱｰﾃｨｽﾄ･ｲﾝ･ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ」
西湘地区ｱｰﾃｨｽﾄ･ｲﾝ･ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ実行委
員会

2018/7/10-20 箱根町

57 GTFグレータートウキョウフェスティバル2018
GTFグレータートウキョウフェス
ティバル実行委員会

2018/5/19-
2019/3/31

東京都、神奈川
県、埼玉県、千
葉県

58 Ａ Ｏ ＳＨＯＷ（大和市）
やまと芸術文化ホール（やまとみ
らい）

2018/11/17 大和市

59 町立湯河原美術館事業（花の旅‐フランス編） 湯河原町町立湯河原美術館 2018/3/29-6/29 湯河原町

60 町立湯河原美術館事業（画業をたどるシリーズ①） 湯河原町町立湯河原美術館 2018/6/28-10/1 湯河原町

61 町立湯河原美術館事業（月と花の饗宴） 湯河原町町立湯河原美術館 2018/10/4-11/26 湯河原町

62
町立湯河原美術館事業
（日本の色・四季の彩～日本画の魅力）

湯河原町町立湯河原美術館
2018/11/29-
2019/3/25

湯河原町

63 町立湯河原美術館事業（安井曾太郎と同時代の画家たち） 湯河原町町立湯河原美術館 2018/10/4-11/26 湯河原町

64 町立湯河原美術館事業（うふつちぬゆ展） 湯河原町町立湯河原美術館 2018/3/29-4/24 湯河原町

65 町立湯河原美術館事業（杉野和子展） 湯河原町町立湯河原美術館 2018/4/26-5/22 湯河原町

66 町立湯河原美術館事業（野依浩司展） 湯河原町町立湯河原美術館 2018/5/24-6/25 湯河原町

67 町立湯河原美術館事業（矢部友衛展） 湯河原町町立湯河原美術館
2018/11/29-
2019/3/25

湯河原町

68 第３回　ヴィンテージ・ヴィラ　アートの発表会
神奈川県住宅供給公社、一般財団
法人シニアライフ振興財団

2018/4/14-4/21 横浜市

69 古民家コンサート＆里山ウォーク
神奈川県住宅供給公社、一色小学

校区地域再生協議会
2018/5/19 二宮町

70 第1回総会＆パフォーマンスナイト 一般社団法人ユースクラシック 2018/4/24 横浜市

71 詩人大使ポール・クローデルと日本展 神奈川近代文学館 2018/5/19-7/16 横浜市

72 講演会「ポール・クローデルとは誰か」 神奈川近代文学館 2018/5/20 横浜市

73 対談「詩人大使の創作を支えた山内義雄」 神奈川近代文学館 2018/5/27 横浜市

74
シンポジウム「今に生きる前衛としての古典
‐詩人大使クローデルの句集『百扇帖』をめぐって」

神奈川近代文学館 2018/6/17 横浜市

75
上映会　クローデルの詩による創作能
「薔薇の名‐長谷寺の牡丹」

神奈川近代文学館 2018/6/24 横浜市
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76 ギャラリートーク「ポール・クローデルと横浜」他 神奈川近代文学館
2018/6/9、7/8、
7/14

横浜市

77 3月のDVDコンサート「ローマの休日」 かながわアートホール 2018/3/24 横浜市

78 4月のDVDコンサート「不滅の恋　ベートーヴェン」 かながわアートホール 2018/4/22 横浜市

79 5月のDVDコンサート「誰が為に鐘は鳴る」 かながわアートホール 2018/5/20 横浜市

80 6月のDVDコンサート「ガス燈」 かながわアートホール 2018/6/16 横浜市

81 第62回凌雲書展 凌雲社 2018/8/1-8/5 横浜市

82 第45回記念神奈川独立書展 神奈川県独立書人団 2018/9/4-9/10 横浜市

83 第126回秋季大会 一般社団法人神奈川県民謡協会 2018/9/24 横浜市

84 第61回太平洋神奈川展 太平洋美術会神奈川支部 2018/8/28-9/3 横浜市

85 神奈川県映画感想文コンクール
全国映画感想文コンクール実施委
員会

2018/7/1-2019/2/28 東京都

86 きいろぐみ30年前夜祭手話パフォーマンスきいろぐみ 手話パフォーマンスきいろぐみ 2018/8/25 横浜市

87 第90回記念新構造展第34回新構造神奈川展 一般社団法人新構造社神奈川支部 2018/10/2-10/7 川崎市

88 第34回全国硬筆コンクール
一般社団法人全国書写書道教育振
興会

2018/6/1-10/28 東京都

89 読み芝居「スカートをひるがえして」 一般社団法人横浜夢座 2018/5/29 横浜市

90 神奈川の伝統人形芝居「乙女文楽」こども伝承教室 公益財団法人現代人形劇センター 2018/7/25-10/6 川崎市

91 平成30年度神奈川県演劇フェスティバル 神奈川県演劇連盟 2018/8/26-2/2 県内全域

92 ハマのＪＡＣＫ2018夏
特定非営利活動法人ハマのＪＡＣ
Ｋ

2018/8/10-8/12 横浜市

93
ミュージック・マスターズ・コース・ジャパン
ヨコハマ2018

一般社団法人ミュージック・マス
ターズ・コース・ジャパン

2018/6/28-7/16 横浜市

94 県民のための能を知る会 公益財団法人鎌倉能舞台
2018/4/29,6/2,10/6
,10/23,11/23,１/27
（横浜）11/14,3/11

鎌倉市、横浜市

95 藤沢今昔・まちなかアートめぐり2018
藤沢今昔まちなかアート実行委員
会

2018/10/１-10/31 藤沢市

96 五大路子ひとり芝居「横浜ローザ」赤い靴の娼婦の伝説 一般社団法人横浜夢座 2018/8/11-11/15 横浜市

97 第58回神奈川県女流美術家協会展 神奈川県女流美術家協会 2018/11/28-12/3 横浜市

98 鎌倉こどもミュージカル第11回公演『夜空の虹』 鎌倉こどもミュージカル 2018/7/30-8/1 逗子市

99 第34回箱根馬子唄日本一全国大会 箱根馬子唄保存会 2018/7/1 箱根町

100 第44回人形浄瑠璃自主公演 あつぎひがし座 2018/6/10 厚木市
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101 第41回ヨコハマ日曜画家展 NPO法人横浜美術友の会 2018/5/30-6/4 横浜市

102
横浜ボートシアターＫＡＡＴ神奈川芸術劇場提携公演
「さらばアメリカ！」

横浜ボートシアター 2018/5/25-6/3 横浜市

103 遊行かぶき公演「一遍聖絵」 遊行舎 2019/3/8-3/10 藤沢市

104 赤レンガ DanceArt2018
公益社団法人神奈川県芸術舞踊協
会

2018/8/18 横浜市

105 第８回スプリングJazzコンサート 開成ジュニアアンサンブル 2019/3/20-3/21 南足柄市

106 第54回　神奈川県名流邦舞祭
公益社団法人日本舞踊協会神奈川
県支部

2018/11/23 横浜市

107 第78回YB公募展 横須賀美術協会 2018/6/3-6/9 横須賀市

108 第七回　横浜開港アンデパンダン展
横浜開港アンデパンダン展実行委
員会

2019/1/8-1/14 横浜市

109 横浜バロック室内合奏団定期演奏会 横浜バロック室内合奏団
2018/5/25-
2019/2/22

横浜市

110 第12回小田原映画祭　シネマトピア2018
特定非営利活動法人おだわらシネ
マトピア

2018/9/8-9/16 小田原市

111 SPACE FACTORY 2018 シリーズ”日本のこころ”vol.4 SPACE　FACTORY 2018/4/14-4/15 横浜市

112 横須賀市民ミュージカル2018
横須賀市民ミュージカルを作る会
（SUKAミュー）

2018/8/18-8/19 横須賀市

113 地上波
特定非営利活動法人ＳＴスポット
横浜

2018/8/24-8/26 横浜市

114 第10回国際シニア合唱祭『ゴールデンウェーブin横浜』
特定非営利活動法人　ゴールデン
ウェーブ

2018/4/15-4/17 横浜市

115
横浜オラトリオ協会合唱団
創立90周年記念演奏会

横浜オラトリオ協会合唱団 2018/11/18 横浜市

116 逗子アートフェスティバル2018 逗子アートネットワーク 2018/10/13-11/18 逗子市

117 2019青葉こども音楽まつり 横浜緑吹奏楽団 2019/3/2-3/3 横浜市

118 第35回鎌倉ジュニアオーケストラ定期演奏会 鎌倉ジュニアオーケストラ 2018/8/23 鎌倉市

119
團十郎180周年記念2018音貞オッペケ祭
ー劇聖・九代目市川團十郎と川上音二郎

2018音貞オッペケ祭実行委員会 2018/6/2-6/3 茅ヶ崎市

120 第34回大倉山秋の芸術祭 大倉山秋の芸術祭実行委員会 2018/11/1-11/5 横浜市

121 第５回かながわ留学生音楽祭in YOKOHAMA 一般財団法人民主音楽協会 2018/12/8 横浜市

122 えびなベートーヴェンコンサート「第九」2018 海老名で「第九」を歌おう会 2018/12/15 海老名市

123 展示事業「清涼夏衣ー夏のきものー」 公益社団法人服飾文化研究会 2018/7/17-7/23 横浜市

124 2018あしがらアートの森 NPO法人あしがらアートの森
2018/11/11、11/17-
11/18

南足柄市

125 第42回神奈川独立美術展 神奈川独立美術の会 2018/6/26-7/2 横浜市
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126 第46回書研社一般公募展 書道研究　書研社 2018/7/25-7/29 川崎市

127 第41回神奈川創元展 創元会神奈川支部 2018/11/20-11/25 横浜市

128 第36回神奈川県現代俳句協会俳句大会 神奈川県現代俳句協会 2018/11/23 横浜市

129 第67回実朝祭短歌大会 神奈川県歌人会 2018/8/9 鎌倉市

130 第21回日本太鼓ジュニアコンクール神奈川県支部
公益財団法人日本太鼓財団
神奈川県支部

2018/10/28 横浜市

131 横浜夢座第１４回公演「赤い靴の少女・母かよの物語」 一般社団法人横浜夢座 2018/11/8-11/15 横浜市

132 第4回　ヴィンテージ・ヴィラ　歌の発表会
神奈川県住宅供給公社、一般財団
法人シニアライフ振興財団

2018/9/19 横浜市

133 Ａ Ｏ ＳＨＯＷ（横須賀市） 公益財団法人横須賀芸術文化財団 2018/11/10 横須賀市

134 第36回神奈川県筆友書道連盟公募展 神奈川県筆友書道連盟 2018/7/25-7/29 平塚市

135 第47回臨古書道展 純正書法連盟 2018/8/28-9/2 横浜市

136 第67回浜書展 横浜書道連盟 2018/8/15-8/19 横浜市

137 黄金町バザール2018‐フライング・スーパーマーケット
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

2018/9/21-10/28 横浜市

138 第6回ふるさとお国自慢フォトコンテスト
全日本写真材料商組合連合会　関
東甲信越静地区連盟

2019/1/5-1/10 東京都

139 第28回神奈川オペラフェスティバル'18 NPO法人横浜シティオペラ 2018/10/4-10/5 横浜市

140 第31回神奈川書家三十人展 株式会社神奈川新聞社 2019/1/30-2/4 横浜市

141
① 第60回記念公益社団法人日本総合書芸院展
② 第38回公益社団法人日本総合書芸院選抜展

公益社団法人日本総合書芸院
①2018/8/5-8/11
②2018/11/23-11/27

①東京都
②横浜市

142 神奈川県水墨画美術展 神奈川県水墨画美術協会 2018/11/14-11/18 横浜市

143 平成30年度（2018年度）吹奏楽コンクール 神奈川県吹奏楽連盟 2018/7/23-8/12 横浜市他

144 第51回一般社団法人二科会写真部神奈川支部公募展
一般社団法人二科会写真部神奈川
支部

2019/4/18-4/22 横浜市

145 第71回県民俳句大会 神奈川県俳句連盟 2018/9/2 海老名市

146 第61回神奈川県合唱コンクール 神奈川県合唱連盟 2018/8/18 相模原市

147 二宮音楽まつり2018二宮国際こども音楽祭 神奈川県住宅供給公社 2018/10/6 二宮町

148 市民劇団　演劇やまと塾　第26回公演「オズの魔法使い」 市民劇団　演劇やまと塾 2018/8/19 大和市

149 オープンシアター2018「ヘンゼルとグレーテル」 神奈川芸術文化財団 2018/6/3 横浜市

150
マリウス・プティパ生誕200年記念
東京バレエ団 プティパ・ガラ

神奈川芸術文化財団 2018/9/1 横浜市
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151
オルガン・リサイタル　①
近藤岳 オルガン・リサイタル

神奈川芸術文化財団 2018/9/22 横浜市

152
オルガン・リサイタル　②
エルワン・ル・プラド＆青木早希
オルガン・クリスマスコンサート

神奈川芸術文化財団 2018/12/23 横浜市

153
グランドオペラ共同制作
ヴェルディ作曲 オペラ「アイーダ」

神奈川芸術文化財団 2018/10/20-10/21 横浜市

154 上野水香プロデュース　Jewels from MIZUKA Ⅱ 神奈川芸術文化財団 2018/11/17 横浜市

155 ファンタスティック・ガラコンサート2018 神奈川芸術文化財団 2018/12/29 横浜市

156 第54回神奈川県美術展 神奈川芸術文化財団
1期：2018/9/5-9/16
2期：2018/9/19-
9/30

横浜市

157
5 RoomsⅡ
けはいの純度

神奈川芸術文化財団
2018/12/17-
2019/1/19

横浜市

158 第57回 日本現代工芸美術展 神奈川芸術文化財団 2018/6/28-7/11 横浜市

159 META2019 神奈川芸術文化財団 2019/2/20-3/3 横浜市

160 オルガン・プロムナード・コンサート vol.361 神奈川芸術文化財団 2018/4/27 横浜市

161 オルガン・プロムナード・コンサート vol.362 神奈川芸術文化財団 2018/5/25 横浜市

162 オルガン・プロムナード・コンサート vol.363 神奈川芸術文化財団 2018/7/20 横浜市

163 オルガン・プロムナード・コンサート vol.364 神奈川芸術文化財団 2018/8/24 横浜市

164 オルガン・プロムナード・コンサート vol.365 神奈川芸術文化財団 2018/10/26 横浜市

165 オルガン・プロムナード・コンサート vol.366 神奈川芸術文化財団 2018/11/30 横浜市

166 オルガン・プロムナード・コンサート vol.367 神奈川芸術文化財団 2019/1/18 横浜市

167 オルガン・プロムナード・コンサート vol.368 神奈川芸術文化財団 2019/2/22 横浜市

168 オルガン・プロムナード・コンサート vol.369 神奈川芸術文化財団 2019/3/29 横浜市

169
神奈川県民ﾎｰﾙ・ﾘﾆｭｰｱﾙ記念　オープンシアター2018
オープンシアター2018　203gow展　へんなあみもの
「おかしなおかしの家」

神奈川芸術文化財団 2018/5/30-6/3 横浜市

170
神奈川県民ﾎｰﾙ・ﾘﾆｭｰｱﾙ記念　オープンシアター2018
オルガンとヴァイオリン　フランスパリでの出会い

神奈川芸術文化財団 2018/6/3 横浜市

171
神奈川県民ﾎｰﾙ・ﾘﾆｭｰｱﾙ記念　オープンシアター2018
「ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 203gowさんと編みクラゲをつくろう！」

神奈川芸術文化財団 2018/6/3 横浜市

172
神奈川県民ﾎｰﾙ・ﾘﾆｭｰｱﾙ記念　オープンシアター2018
「ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 203gowさんと編みドーナツをつくろう！」

神奈川芸術文化財団 2018/6/3 横浜市

173
第100回舞台芸術講座
青島広志のたのしい名作オペラ講座
オペラ「アイーダ」の魅力

神奈川芸術文化財団 2018/9/29 横浜市

174
第101回舞台芸術講座
チェンバロの魅力

神奈川芸術文化財団 2019/2/27 横浜市

175 オープンシアター2018 神奈川芸術文化財団 2018/6/2-6/3 横浜市
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176 バリー・ターク　白井 晃 演出 神奈川芸術文化財団 2018/4/14-5/26 横浜市

177
劇団サンプル「グッド・デス・バイブレーション考」
松井 周 演出

神奈川芸術文化財団 2018/5/5-5/15 横浜市

178 地点「山山」 三浦 基 演出 神奈川芸術文化財団 2018/6/6-6/16 横浜市

179 華氏451度 神奈川芸術文化財団 2018/9/28-10/14 横浜市

180
バレエ･ロレーヌ公演　Ballet Lorraine
(DDD@ヨコハマ2018/KAAT Dance Series 2018)

神奈川芸術文化財団 2018/9/1-9/17 横浜市

181
マチュラン・ボルズ　Mathurin Bolze
(DDD@ヨコハマ2018/KAAT Dance Series 2018)

神奈川芸術文化財団 2018/9/22-9/24 横浜市

182
「タウンホール事件」　ウースター･グループ
エリザベス・ルコンプト 演出

神奈川芸術文化財団 2018/9/29-10/1 横浜市

183 横浜JAZZプロムナード2018 神奈川芸術文化財団 2018/10/6-10/7 横浜市

184
Cross Transit project 「土の脈」
北村 明子 演出

神奈川芸術文化財団 2018/10/12-10/14 横浜市

185 「セールスマンの死」　長塚 圭史 演出 神奈川芸術文化財団 2018/11/3-11/18 横浜市

186 伊藤郁女･森山未來「Is it worth to save us？」 神奈川芸術文化財団 2018/10/31-11/4 横浜市

187
KAAT EXHIBITION　　さわひらき展
「潜像の語り手」

神奈川芸術文化財団 2018/11/11-12/9 横浜市

188
KAAT EXHIBITION　　さわひらき展
「島地保武　ダンスパフォーマンス」

神奈川芸術文化財団 2018/11/23-11/25 横浜市

189 Lost Memory Theatre ＜The Concert＞ 神奈川芸術文化財団 2018/11/23 横浜市

190 「No.9 －不滅の旋律－」 白井 晃 演出 神奈川芸術文化財団 2018/12/22-12/25 横浜市

191 「オイディプスREXXX」杉原 邦生 演出 神奈川芸術文化財団 2018/12/12-12/24 横浜市

192
「日越国際共同制作プロジェクト」
『ベトナム・ヌーヴォーシルク！』

神奈川芸術文化財団 2018/10/25-10/28 横浜市

193
「不思議の国のアリス」KAAT公演
◆KAATキッズ・プログラム2018

神奈川芸術文化財団 2018/7/20-7/22 横浜市

194
｢キッズ・サマー・パーティ」
◆KAATキッズ・プログラム2018

神奈川芸術文化財団 2018/7/21-7/29 横浜市

195
「ホワイト　WHITE」
◆KAATキッズ・プログラム2018

神奈川芸術文化財団 2018/8/7-8/9 横浜市

196
「ニュー オーナー －幸せを探して－ NEW OWNER」
◆KAATキッズ・プログラム2018

神奈川芸術文化財団 2018/8/4-8/5 横浜市

197
「グレーテルとヘンゼル」
◆KAATキッズ・プログラム2018

神奈川芸術文化財団 2018/8/18-8/26 横浜市

198
不思議の国のアリス
◆KAATキッズ・プログラム2018
（神奈川県内ツアー）大和市、相模原市、鎌倉市

神奈川芸術文化財団
2018/7/24-7/25、
7/27、7/29-7/30

大和市、相模原
市、鎌倉市

199 オープンシアター2018（音楽堂） 神奈川芸術文化財団 2018/6/3 横浜市

200 三ツ橋敬子の「新☆夏休みオーケストラ！」 神奈川芸術文化財団 2018/8/12 横須賀市
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201
アフタヌーン・コンサート
山田和樹／東京混声合唱団in能楽堂

神奈川芸術文化財団 2018/8/23 横浜市

202 クリスマス音楽会「メサイア」全曲演奏会in相模原 神奈川芸術文化財団 2018/12/8 相模原市

203 太鼓祭inさがみはら　第２回神奈川県大会 一般社団法人日本太鼓協会 2019/7/14 相模原市

204 2018（第63回）全神奈川写真サロン公募展 全日本写真連盟神奈川県本部 2018/11/12-11/18 横浜市

205 第58回神奈川旺玄展 一般社団法人旺玄会神奈川支部 2018/10/16-10/22 横浜市

206 第89回川崎美術協会展 川崎美術協会 2018/10/23-10/28 川崎市

207 マグカルナイト 神奈川県 2018/4/4-2019/3/27 横浜市

208 マグカル・パフォーミングアーツ・アカデミー2018発表会 神奈川県 2018/4/15 横浜市

209
waqu:iraz
waqu:iraz04「わたくしごと2本立て」

神奈川県、公演劇団 2018/4/26-4/30 横浜市

210

ぬいぐるみ人形劇ショッコラン
「ありがとうのそら」
ーいっしょにうたおう！いっしょにあそぼう！ー
※「ありがとうのそらへ」小さなコンサート

神奈川県、公演劇団 2018/5/11-5/13 横浜市

211
重惑[omowaku]
実験公演4「kaLeido」

神奈川県、公演劇団 2018/5/18 横浜市

212
かりんとうばんぱく
第2回博覧会『攻進』ミクロ経済から考察する動物行動学。

神奈川県、公演劇団 2018/5/24-5/27 横浜市

213
G/9-Project
路上裁判官ー第七頸椎の箱ー

神奈川県、公演劇団 2018/5/31-6/1 横浜市

214
劇団天の河神社
明日の世界の果てにようこそ

神奈川県、公演劇団 2018/6/9-6/10 横浜市

215
劇団喫茶なごみ
変身

神奈川県、公演劇団 2018/6/22-6/24 横浜市

216
いちまるよん
奥山眞佐子ひとり芝居「樋口一葉二十歳のとき」

神奈川県、公演劇団 2018/6/29 横浜市

217
かながわ人形劇ネットワーク「かもめの会」
かもめ人形劇フェスタ

神奈川県、公演劇団 2018/7/14-7/15 横浜市

218
演劇プロデュース『螺旋階段』
キシカンミシカン

神奈川県、公演劇団 2018/7/21-7/22 横浜市

219 庁舎公開時文化プログラム 神奈川県 2018/5/3-5/4 横浜市

220
マグカル・パフォーミングアーツ・アカデミー本公演
（2018）

神奈川県 2018/8/17-8/19 横浜市

221 第４回全国高校生ストリートダンスバトル
第3回全国高等学校日本大通りスト
リートダンスバトル実行委員会

2018/11/4 横浜市

222 かながわ伝統芸能ふれあい祭 神奈川県 2018/11/23 横須賀市

223 地劇ミュージカル（公開コンペ） 神奈川県 2019/3/17 横浜市

224 日本舞踊に学ぶ和の作法

神奈川県、公益財団法人日本舞踊
協会神奈川県支部、横須賀市、よ
こすか文化パートナーズ、伊勢原
市、藤沢市

2018/7/26-8/16
横須賀市、伊勢
原市、藤沢市、
横浜市

225 平成30年（第67回）神奈川文化賞・スポーツ賞贈呈式 神奈川県、株式会社神奈川新聞社 2018/11/3 横浜市
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226 第54回神奈川県美術展・中高生特別企画展 神奈川県、県民ホール実行委員会 2018/9/5-10/13 横浜市、厚木市

227 第十一回予告篇ＺＥＮ映画祭 ＮＰＯ法人湘南遊映坐
2018/11/23-12/24の
うち計23回

鎌倉市、藤沢市

228
Ｃｒｅａｔｏｒｓ　Ｔｏｗｎ　Ｍａｎａｚｕｒｕ
－創作の町・真鶴－

クリエイターズキャンプ真鶴実行
委員会

2019/3/9-3/24 真鶴町

229 はじめての茶道体験 有限会社オフィス　サンマリー 2018/11/23 横浜市

230 横浜市民こどもミュージカル「忍」SHINOBI
横浜市民ミュージカル公演実行委
員会

2018/7/28-7/29 横浜市

231 国際舞台芸術ミーティングin横浜2019
国際舞台芸術ミーティングin横浜
実行委員会

2019/2/9-2/17 横浜市

232 第26回伝統工芸神奈川会展
日本工芸会東日本支部神奈川研究
会

2018/8/31-9/3 鎌倉市

233 はらぺこ子どもコンサート「みんなのコンサート！」 はらぺこクインテット 2018/8/26 川崎市

234 第17回湘南ひらつか市民演劇フェスティバル
湘南ひらつか市民演劇フェスティ
バル実行委員会

2018/9/29-9/30 平塚市

235 企画展・収蔵コレクション展17「花田清輝展」 神奈川近代文学館 2019/1/26-3/10 横浜市

236 企画展「没後10年石井桃子展-本を読むよろこび-」 神奈川近代文学館 2018/7/21-9/24 横浜市

237 特別展「寺山修司展」 神奈川近代文学館 2018/9/29-11/25 横浜市

238 収蔵資料展 神奈川近代文学館 2018/12/8-1/20 横浜市

239 神奈川県支部　草月いけばな展「The Space」 草月会　神奈川県支部 2019/1/16-1/21 横浜市

240 創作オペラ『尼の泣き水』 海老名芸術プロジェクト
2018/11/18、
2019/1/7

海老名市、横浜
市

241 第126回秋季民謡舞踊大会
一般社団法人神奈川県民謡協会本
部

2018/10/27-10/28 横浜市

242 第43回 湘南工芸家協会展 湘南工芸家協会 2018/9/28-10/2 平塚市

243 第76回秋季年次大会 一般社団法人神奈川県民謡連合会 2018/9/30 横浜市

244 げんきＭＭコンサート げんきＤｏ 2019/1/5 横浜市

245
大人の自由研究応援講座　集めた資料から文章を書く
～レポート・論文の書き方入門

神奈川県（県立図書館） 2018/11/10 横浜市

246 文字活字文化の日記念講演　図書館は人生のアカデミア 神奈川県（県立図書館） 2018/10/27 横浜市

247 日本吹奏楽発祥百四十九年記念演奏会
公益社団法人日本吹奏楽指導者協
会

2018/10/8 横浜市

248
神奈川県子ども読書活動推進フォーラム
「絵本は愛の体験です　～お話の生きている世界とは～」

神奈川県（県立図書館） 2018/12/8 横浜市

249 かながわ人形劇フェスティバル 神奈川県 2019/2/23-2/24 横浜市

250 青少年芸術劇場 神奈川県 2018/7/22 横浜市
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251 青少年対象演劇鑑賞会１ 神奈川県 2018/7/15 横浜市

252 青少年対象演劇鑑賞会２ 神奈川県 2018/12/15 横浜市

253 小学校演劇発表会 神奈川県 2019/2/16 横浜市

254 中学校演劇発表会 神奈川県 2018/12/8-12/9 横浜市

255 高等学校演劇発表会 神奈川県 2018/11/17-11/8 横浜市

256 中学校創作劇発表会 神奈川県 2018/8/3-8/4 横浜市

257 青少年ダンス発表会 神奈川県 2018/11/4 横浜市

258 学校演劇交流フェスティバル 神奈川県 2018/9/16 横浜市

259 かながわこども民俗芸能フェスティバル かながわ伝統芸能祭実行委員会 2018/9/30 横浜市

260 地芝居2019 かながわ伝統芸能祭実行委員会 2019/3/3 横浜市

261 第15回神奈川・県民写真サークル合同展
神奈川・県民写真サークル合同展
実行委員会

2018/11/13-11/19 横浜市

262 第58回神奈川県女流美術家協会展 神奈川県女流美術家協会 2018/11/28-12/3 横浜市

263 第51回公募竹青社書展 竹青社 2018/12/11-12/16 横浜市

264 第116回民謡民舞秋季大会 川崎市民謡協会 2018/11/25 川崎市

265 第三回「横浜よさこい祭り～良い世さ来い」 横浜よさこい祭り実行委員会 2018/10/13-10/14 横浜市

266
いわさきちひろ生誕100年記念前進座公演
『ちひろ－私、絵と結婚するの－』

ちひろ神奈川公演観劇会 2018/12/25 横浜市

267 茅ケ崎サザン芸術花火2018
茅ケ崎サザン芸術花火2018実行委
員会

2018/10/27-10/29 茅ヶ崎市

268 茶の湯文化にふれる市民茶会・市民講座
一般社団法人表千家同門会神奈川
県支部

2018/10/27（茶会）
2018/11/24（講座）

横浜市（茶会）
鎌倉市（講座）

269 企画展示「明治のベストセラー」 神奈川県（県立図書館）
2018/11/9-
2019/2/13

横浜市

270 公募第56回虹友書道展 日本書法研究会 2019/1/22-1/27 横浜市

271
一般社団法人神奈川県自動車整備振興会
第25回「写真・絵画展」

一般社団法人神奈川県自動車整備
振興会

2019/1/27-1/29 横浜市

272 劇団カレーライス第50回公演 劇団カレーライス 2018/11/10 横浜市

273 ニッポンたからものプロジェクト　伊勢原公演

主催：文化庁、公益社団法人日本
芸能実演家団体協議会
共催：伊勢原市日本遺産協議会、
大山阿夫利神社

2018/8/28 伊勢原市

274 南足柄市郷土資料館　秋期特別展「かっぱ展」 南足柄市 2018/10/13-11/30 南足柄市

275 南足柄市郷土資料館　冬期特別展「雛の館」森のひなまつり 南足柄市 2019/2/16-3/31 南足柄市
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276
認定ＮＰＯ法人湘南フィルハーモニー管弦楽団
第39回コンサート

認定NPO法人湘南フィルハーモニー
管弦楽団

2019/2/17 茅ヶ崎市

277 観○光　ART EXPO 2018 京都・鎌倉「最終章」結―musubi― NPO法人観○光 ART EXPO 2018/11/3-11/11 鎌倉市

278 第７回横浜開港アンデパンダン展
横浜開港アンデパンダン展実行委
員会

2019/1/8-1/14 横浜市

279 「ビナフェス VOL6」オリジナルソングコンテスト Sapling Music Park Ebina 2019/3/16 海老名市

280
2018年日中青少年交流演奏会
～日中平和友好条約締結40周年記念～

一般社団法人ユースクラシック 2018/10/4 横浜市

281 第１４回神奈川県知事杯コントラクトブリッジ競技会
特定非営利活動法人横浜ブリッジ
センター、特定非営利活動法人大
船ブリッジセンター

2018/11/24-11/25 横浜市、鎌倉市

282 第10回神奈川障害者文化・芸術祭 神奈川県（障害福祉課）等 2018/12/15-12/16 相模原市

283 第61回二科神奈川支部展 二科神奈川支部 2019/5/8-5/13 横浜市

284 第36回芸術舞踊展モダン＆バレエ
公益社団法人神奈川県芸術舞踊協
会

2018/10/27 横浜市

285 社会福祉法人　伸こう福祉会　ミュージカル 社会福祉法人伸こう福祉会 2019/2/3 鎌倉市

286 童謡コーラス名曲大合唱会 NPO法人童謡コーラス支援事務局 2018/12/18 横浜市

287 スタンダップコメディ　in　真鶴
センターフィールドカンパニー合
同会社

2018/9/20 真鶴町

288 不動産フェア「宅建チャリティー寄席」
公益社団法人神奈川県宅地建物取
引業協会

2018/10/16 横浜市

289 講座「明治のベストセラーと出版文化」 神奈川県（県立図書館） 2018/11/17 横浜市

290 第127回春季大会 一般社団法人神奈川県民謡協会 2019/4/21 横浜市

291 第41回日月書道展（公募） 日月書道会 2019/3/27-4/1 横浜市

292 第35回産経神奈川百選書展 産経新聞社横浜総局 2018/11/29-12/4 横浜市

293 第49回公募文化書道神奈川県連合会書道展 文化書道神奈川県連合会 2018/11/6-11/11 横浜市

294 メゾソプラノ本多厚美の世界のLOVE SONGS
ＡＴＵＭＩ　ＨＯＮＤＡコンサー
ト・プロジェクト

2018/11/28、12/20 横浜市、浜松市

295
「第24回ヴィサン《人生百歳》ジョイント・コーラス
フィスティバル」inよこはま

神奈川県合唱連盟 2018/11/8 横浜市

296 第49回寒川町文化祭菊花展 寒川町菊花会 2018/11/1-6 寒川町

297
公益社団法人日本バレエ協会関東支部神奈川ブロック
第34回自主公演

公益社団法人日本バレエ協会関東
支部神奈川ブロック

2019/1/6 横浜市

298 第33回栄区菊花大会 栄菊花会 2018/11/4-11/11 横浜市

299 ＡＯ ＳＨＯＷ（小田原市） 小田原芸術文化実行委員会 2018/11/8 小田原市

300 ルーン・プロダクション　ワークショップ 公益財団法人神奈川芸術文化財団 2018/11/13 横浜市
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301 横浜国立大学吹奏楽団第35回定期演奏会 横浜国立大学吹奏楽団 2018/12/26 横浜市

302 第67回書作展 横浜書作協会 2019/3/20-3/25 横浜市

303 第56回全国公募日書家展 日本書道家連盟 2018/12/12-12/16 横浜市

304 中央大学管弦楽団第80回記念演奏会 中央大学管弦楽団 2018/12/20 川崎市

305 Future Artists Tokyo 2019 一般社団法人アート東京 2019/3/7-3/10 東京都

306 横浜市民吹奏楽団第73回定期演奏会 横浜市民吹奏楽団 2019/2/10 横浜市

307 能楽ワークショップ
神奈川県、小田原市、公益財団法
人鎌倉能舞台

2019/2/16,3/2
小田原市、横浜
市

308
＜ＨＰコンテンツ＞
「すごい社史」

神奈川県（県立川崎図書館）
ＨＰ開設
2018/8/21

川崎市

309
ものづくり展示
「人とロボットの調和」

神奈川県（県立川崎図書館）

・第1期：2018/9/13-
2018/11/7
・第2期：
2018/11/9-2018/12/12

川崎市

310 アルヴァ・アアルト―もうひとつの自然 神奈川県近代美術館 2018/9/15-11/25 葉山町

311 描かれた「建物」 神奈川県近代美術館 2018/9/15-11/25 葉山町

312 堀内正和展　おもしろ楽しい心と形 神奈川県近代美術館
2018/12/8-
2019/3/24

葉山町

313 モダンなフォルム 神奈川県近代美術館
2018/12/8-
2019/3/24

葉山町

314 特別展「顕われた神々―中世の霊場と唱導―」 神奈川県（金沢文庫）
2018/11/16-
2019/1/14

横浜市

315 特別展「伊藤博文と金沢」 神奈川県（金沢文庫） 2019/1/19-3/10 横浜市

316 特別展「いろいろとりどり―国宝に見る「色」―」 神奈川県（金沢文庫） 2019/3/15-5/6 横浜市

317
鎌倉ゆかりの芸能と儀礼－人間文化研究機構
「博物館・展示を活用した最先端研究の可視化・高度化事業
『列島の祈り』」－

神奈川県（神奈川県立歴史博物
館）

2018/10/27-12/9 横浜市

318
2018年度企画展
「箱根ジオパーク展～身近な火山と友だちになる～」

神奈川県（神奈川県立生命の星・
地球博物館）

2019/3/2-5/12 小田原市

319 伝え続けたいもの～ふるさとからの贈り物 株式会社日比谷花壇 2019/3/23-3/24 川崎市

320 劇団唐ゼミ
☆
『ジョン・シルバー』『続ジョン・シルバー』

日替り特別公演
劇団唐ゼミ

☆ 2019/1/12-1/20
のうちで16公演

横浜市

321
ピーノ・フォラスティエーレ
スペシャル・アコースティックライブin湯河原

湯河原町商工会 2019/1/19 湯河原町

322 カナガワ リ・古典プロジェクト2018 茅ヶ崎
かながわの伝統文化の継承と創造
プロジェクト実行委員会

2019/2/23 茅ヶ崎市

323
波止場のワークショップ
※平成30年度アーティスト・イン・レジデンス推進事業

若葉町ウォーフ/神奈川県 2018/8月-9月 横浜市

324
今、神話が語るもの-人類の週末と復活の神話-
※平成30年度アーティスト・イン・レジデンス推進事業

カスヤの森現代美術館/神奈川県 2018/10月-12月 横須賀市

325
「生きてません」
※マグカルシアター下半期

劇団砂からマカロン/神奈川県 2018/9/7-9/8 横浜市
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326
「うれてるものにごあいさつ」
※マグカルシアター下半期

ワタリダロケットとミユキーズ/神
奈川県

2018/9/21-9/23 横浜市

327
花ざかり公演「女ンガ！」
※マグカルシアター下半期

演劇集団ごっこ/神奈川県 2018/10/12-10/14 横浜市

328
「触れただけ」
※マグカルシアター下半期

わるぢえ/神奈川県 2018/10/18-10/21 横浜市

329
「モノローグの可能性」
※マグカルシアター下半期

劇団横濱にゅうくりあ/神奈川県 2018/11/10-11/11 横浜市

330
「ジレンマジレンマ」
※マグカルシアター下半期

劇団よこはま壱座/神奈川県 2018/11/30-12/2 横浜市

331
「トリプルストレートフラッシュ」
※マグカルシアター下半期

パラダイムシフト/神奈川県 2018/12/7 横浜市

332
「たまゆら、の。」
※マグカルシアター下半期

たまゆら/神奈川県 2019/2/8-2/10 横浜市

333
神奈川県演劇博覧会
※マグカルシアター下半期

神奈川県演劇連盟/神奈川県 2019/3/15-3/17 横浜市

334 2018かながわの太鼓 神奈川県/神奈川県太鼓連合 2018/11/11 横浜市

335 2018きらめくふるさと　かながわ民俗芸能祭 神奈川民俗芸能保存協会 2018/12/2 横浜市

336 ART×しゃべる展覧会　同じ窓から－違う景色の向こう側 大和市 2018/12/18-12/24 大和市

337
小さき花の音楽会vol.2
斎藤守也バリアフリー・ピアノコンサート

小さき花の音楽会コンサート実行
委員会

2018/11/10 横浜市

338 宅建市民セミナー
公益社団法人神奈川県宅地建物取
引業協会

2018/11/20 横浜市

339
第18回世界オペラ歌唱コンクール
「新しい声2019」オーディション in YOKOSUKA

公益財団法人横須賀芸術文化財団 2019/9/1-9/2 横須賀市

340 横浜国立大学民謡研究会合唱団第59回発表会 横浜国立大学民謡研究会合唱団 2018/12/16 横浜市

341 アンサンブル・クライス第16回演奏会 アンサンブル・クライス 2019/2/21 横浜市

342
第33回ヨコハマコンペティション
（神奈川県芸術舞踊祭№108）

公益社団法人神奈川県芸術舞踊協
会

2018/11/29-12/2 横浜市

343 第44回神奈川県銘品盆栽展 神奈川県銘品盆栽会 2019/1/10-1/14 藤沢市

344 第45回県民書道展 神奈川県民書連 2019/4/2-4/7 横浜市

345 小田原城アートＮＯＷ2019 小田原文化芸術協会 2019/6/1-6/28 小田原市

346 第46回相模人形芝居大会

相模人形芝居連合会、小田原市教
育委員会（共催：神奈川県、平塚
市教育委員会、厚木市教育委員
会、南足柄市教育委員会）

2019/3/2 小田原市

347 寺垣武オーディオの魅力-レコード鑑賞＆オーディオ解説- 神奈川県（県立図書館） 2019/1/25 横浜市

348 第９回「かながわ端唄・小唄の集い」演奏会 かながわ端唄・小唄の集い 2019/4/25 横浜市

349 「フォト・ヨコハマ2019」 フォト・ヨコハマ実行委員会 2019/1/1-3/1 横浜市

350 若者たちの音楽祭４ 愛川町教育委員会 2018/12/16 愛川町
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351 2019東海道区民ミュージカル 東海道区民ミュージカルユニット 2019/8/10、9/22 横浜市、鎌倉市

352
横浜市民ミュージカル　横濱浮世絵物語
「空飛ぶ絵師の贈り物」

横浜市民ミュージカル公演実行委
員会

2019/1/27 横浜市

353 第100回全国百人一首競技かるた横浜大会 横浜隼会
2019/1/27、2/16、
3/30

横浜市

354 第14回全国公募団体ＩＡＣ美術会湘南支部工芸展
全国公募団体ＩＡＣ美術会湘南支
部

2019/3/19-3/23 茅ヶ崎市

355 第25回日本フルートフェスティヴァルin横浜
日本フルートフィスティヴァルin
横浜実行委員会

2019/4/7 横浜市

356 第86回県展（公募） 神奈川県美術家協会 2019/5/1-5/6 横浜市

357
人形劇フェスティバル
※マグカルシアター下半期

青少年センター 2019/2/16-2/17 横浜市

358
「共生共創事業」キックオフレクチャー
（第１回、第２回、第３回）

公益財団法人神奈川芸術文化財団
2018/7/17、8/23、
9/11

横浜市

359 「ワレワレのモロモロ2018」 神奈川県 2018/10/13-10/14 横浜市

360
テュルクソイ結成25周年記念コンサート
「テュルク世界の大いなる遺産」

神奈川県 2018/11/15 横浜市

361 SAKEBUストリートダンスワークショップ BluePrint株式会社 2018/11/23 横浜市

362 FUTURAMAX 神奈川県 2018/12/24 横浜市

363 SAKEBU 神奈川県 2019/1/17-1/20 横浜市

364 公募　版画　第69回板院展 一般社団法人日本板画院 2019/6/15-6/21 東京都

365 2019年　第42回　神奈美公募展 神奈川美術協会 2019/5/7-5/12 横浜市

366
神奈川フィルハーモニー管弦楽団 定期演奏会
県民ホール名曲シリーズ第3回

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2019/1/19 横浜市

367
神奈川フィルハーモニー管弦楽団 定期演奏会
みなとみらいシリーズ第346回

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2019/1/26 横浜市

368
神奈川フィルハーモニー管弦楽団 定期演奏会
みなとみらいシリーズ第347回

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2019/2/9 横浜市

369
神奈川フィルハーモニー管弦楽団 定期演奏会
県民ホール名曲シリーズ第4回

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2019/2/23 横浜市

370
神奈川フィルハーモニー管弦楽団
みなとみらい小ホール特別シリーズ第3回

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2019/3/6 横浜市

371
神奈川フィルハーモニー管弦楽団
みなとみらい小ホール特別シリーズ第4回

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2019/3/7 横浜市

372
神奈川フィルハーモニー管弦楽団 特別演奏会
第13回フレッシュ・コンサート

神奈川県、神奈川フィルハーモ
ニー管弦楽団

2019/3/10 横浜市

373 横浜楽友協会吹奏楽団第41回定期演奏会 横浜楽友協会吹奏楽団 2019/8/12 横浜市

374 第71回実朝忌俳句大会 一般社団法人鎌倉同人会 2019/3/3 鎌倉市

375 劇団創立70周年記念公演「どろろ」 人形劇団ひとみ座 2019/3/27-3/31 川崎市
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376
芸術監督プロジェクト
「Memory　of　Zero 」

神奈川芸術文化財団 2019/3/9-3/10 横浜市

377

県民ホール人材育成事業
プロフェッショナルアーティスト養成事業
  若手ダンサー育成プログラム
　「横浜バレエ・フェスティバル2018」

神奈川芸術文化財団 2018/7/21 横浜市

378
県民ホール人材育成事業
プロフェッショナルアーティスト養成事業
  オペラ歌手養成プログラム

神奈川芸術文化財団 2018/8/4-10/21 横浜市

379
県民ホール人材育成事業
プロフェッショナルアーティスト養成事業
  オルガニスト養成プログラム

神奈川芸術文化財団
2018/8/31-
2019/3/31

横浜市

380

県民ホール人材育成事業
劇場運営マネジメント・プロフェッショナル人材養成事業
シリーズ「これからのインクルーシブ社会と公立文化施設の
取り組み」第９回「Let's 筆談!!」

神奈川芸術文化財団 2018/7/25 横浜市

381

県民ホール人材育成事業
劇場運営マネジメント・プロフェッショナル人材養成事業
シリーズ「これからのインクルーシブ社会と公立文化施設の
取り組み」第10回「トイレの中の尊厳」

神奈川芸術文化財団 2018/11/1 横浜市

382
県民ホール人材育成事業
劇場体験インターン事業

神奈川芸術文化財団 2018/9/8-10/21 横浜市

383
県民ホール人材育成事業
大学等との連携

神奈川芸術文化財団 2018/6月-2019/3月 横浜市

384 Mann ist Mann（マンイストマン） 神奈川芸術文化財団 2019/1/26-2/3 横浜市

385 「出口なし」 神奈川芸術文化財団 2019/1/25-2/3 横浜市

386 木ノ下歌舞伎　「糸井版　摂州合邦辻」 神奈川芸術文化財団 2019/3/14-3/17 横浜市

387
国際舞台芸術ミーティング in 横浜 2019
（TRAM in Yokohama 2019）

神奈川芸術文化財団 2019/2/9-2/17 横浜市

388
芸術劇場人材育成事業
舞台技術講座「制作者のための舞台技術講座」

神奈川芸術文化財団 2019/1/8 横浜市

389
芸術劇場人材育成事業
劇場インターンシップ（公演制作）

神奈川芸術文化財団 2019/3/8-3/17 横浜市

390
芸術劇場人材育成事業
劇場インターンシップ（舞台技術）

神奈川芸術文化財団 2019/1/30-3/31 横浜市

391
芸術劇場人材育成事業
障がいへの意識改革・環境整備
「ジェニー・ジーレイによるワークショップ」

神奈川芸術文化財団 2018/10/27 横浜市

392
芸術劇場人材育成事業
音で観るダンスワークショップ　セッション①～④

神奈川芸術文化財団
2018①5/27、②
6/17、③6/24、④
9/17

横浜市

393
芸術劇場人材育成事業　　芸術劇場大学連携事業
横浜国立大学　　横浜都市文化ラボ

神奈川芸術文化財団
2018/11/25-
2019/3/31

横浜市

394
子どものためのアウトリーチ小学校／養護学校
  横浜市立野庭すずかけ小学校

神奈川芸術文化財団
2018/11/16、11/19-
11/20

横浜市

395
子どものためのアウトリーチ小学校／養護学校
  横浜市立都筑小学校

神奈川芸術文化財団 2018/12/10-12/12 横浜市

396
子どものためのアウトリーチ小学校／養護学校
  神奈川県立平塚盲学校

神奈川芸術文化財団 2018/12/13 平塚市

397
子どものためのアウトリーチ小学校／養護学校
  横浜市立永田台小学校

神奈川芸術文化財団
2018/12/17-12/18、
12/20

横浜市

398
子どものためのアウトリーチ小学校／養護学校
  神奈川県立中原養護学校

神奈川芸術文化財団 2019/2/4 川崎市

399
子どものためのアウトリーチ小学校／養護学校
  神奈川県立えびな支援学校

神奈川芸術文化財団 2019/2/28 海老名市

400
県西2市8町アウトリーチ
  小田原市

神奈川芸術文化財団 2019/1/20 小田原市
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401
県西2市8町アウトリーチ
　真鶴町

神奈川芸術文化財団 2019/3/2 真鶴町

402
県西2市8町アウトリーチ
  湯河原町

神奈川芸術文化財団 2019/2/9 湯河原町

403
県西2市8町アウトリーチ
  南足柄市

神奈川芸術文化財団 2019/3/10 南足柄市

404
県西2市8町アウトリーチ
  中井町

神奈川芸術文化財団 2019/2/7 中井町

405
県西2市8町アウトリーチ
  大井町

神奈川芸術文化財団 2019/2/14 大井町

406
県西2市8町アウトリーチ
  松田町

神奈川芸術文化財団 2018/12/19 松田町

407
県西2市8町アウトリーチ
  山北町

神奈川芸術文化財団 2018/11/7 山北町

408
県西2市8町アウトリーチ
  開成町

神奈川芸術文化財団 2018/8/19 開成町

409 マグカル開放区 神奈川県 2019/1/13-3/31 横浜市

410 第6回湘南Ｖｉｖｉｄアート展 Vividアートウェーヴ 2019/4/24-5/3 藤沢市

411 第128回秋季大会 一般社団法人神奈川県民謡協会 2019/10/13 横浜市

412 茶の湯文化にふれる市民茶会・市民講座
一般社団法人表千家同門会神奈川
県支部

2019/4/21、11/3 横浜市、藤沢市

413 企画展示　よこすか近代遺産めぐり 神奈川県（県立図書館） 2019/2/15-5/8 横浜市

414 第36回墨神会水墨画全国公募展 一般社団法人墨神会 2019/4/15-4/21 横浜市

415 第27回伝統工芸神奈川会展
日本工芸会東日本支部神奈川研究
会

2019/5/1-5/6 横浜市

416 第11回国際シニア合唱祭『ゴールデンウェーブin横浜』
特定非営利活動法人ゴールデン
ウェーブ

2019/5/20-5/22 横浜市

417 第35回かながわ音楽コンクール
かながわ音楽コンクール運営委員
会

2019/5/19-5/26 大和市・横浜市

418
第65回公認神奈川県吟剣詩舞道総連盟
吟詠コンクール決勝大会

公益財団法人日本吟剣詩舞振興会
公認
神奈川県吟剣詩舞総連盟

2019/4/7、4/29 横浜市

419 第68回神奈川県歌人会　短歌大会 神奈川県歌人会 2019/4/20 横浜市

420
県立青少年センタースタジオＨＩＫＡＲＩ
リニューアル記念公演
「森下真樹　現在・過去・未来『てんこもり』」

神奈川県、森下企画、一般社団法
人ハイウッド

2019/3/19-3/21 横浜市

421
神奈川県演劇連盟合同公演
「鳥になった少年」

神奈川県演劇連盟（共催：神奈川
県立青少年センター）

2019/2/23-2/24 横浜市

422 開成町　瀬戸屋敷ひなまつり 瀬戸屋敷ひなまつり実行委員会 2019/2/16-3/3 開成町

423 相模原市総合写真祭フォトシティさがみはら2019
相模原市総合写真祭フォトシティ
さがみはら実行委員会

2019/4/1-2020/3/31 相模原市

424 第50回記念彩象展 彩象美術協会 2019/5/14-5/19 横浜市

425 第39回神奈川県ジュニア合唱祭 神奈川県合唱連盟 2019/3/26 横浜市
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426 第41回神奈川地区連合大会
一般財団法人日本郷土民謡協会神
奈川地区連合会

2019/6/15 横浜市

427
共生共創事業
「台湾ＡＲＴ ＷＡＶＥ『複数の連続体/The Spectrums』」

神奈川県、ARTWAVE-Taiwan
International Arts Network、
National Culture and Arts
Foundation(Taiwan)

2019/2/14-2/15 横浜市

428
共生共創事業「ストップギャップダンスカンパニー
『エノーマスルーム』」

神奈川県 2019/3/3 横浜市

429
横浜開港祭 チャリティー吹奏楽コンサート
ザブラスクルーズ2019（特別公演 The Origin）

横浜開港祭 ザブラスクルーズ実行
委員会

2019/5/15 横浜市

430
横浜開港祭 チャリティー吹奏楽コンサート
ザブラスクルーズ2020

横浜開港祭 ザブラスクルーズ実行
委員会

2019/6/9 横浜市

431
神奈川県下で伝承される伝統人形
川崎市地域文化財認定記念　第９回乙女文楽公演

公益財団法人現代人形劇センター 2019/5/3-5/4 川崎市

432 第90回京浜川柳大会 神奈川県川柳協会 2019/4/29 横浜市

433 第26回神奈川県大衆音楽祭 神奈川県大衆音楽祭 2019/4/6 横浜市

434 県民のための能を知る会 公益財団法人鎌倉能舞台 2019/5/3-2020/3/12 鎌倉市、横浜市

435 第42回全日本おかあさんコーラス 神奈川県合唱連盟 2019/4/20 大和市

436 第54回鎌倉美術展 鎌倉美術家協会 2019/6/28-7/4 鎌倉市

437 SHOW なんだい DE ショー 湘南台音楽祭実行委員会 2019/5/25 藤沢市

438 帆船日本丸を愛する男声合唱団第24回定期演奏会 帆船日本丸を愛する男声合唱団 2019/6/15 横浜市

439 第64回竹青社書展 竹青社 2019/4/4-4/9 横浜市

440 第11回開成町瀬戸屋敷風鈴まつり
開成町文化団体連絡協議会、あし
がり郷瀬戸屋敷指定管理者㈱オリ
エンタルコンサルタンツ

2019/6/11-6/16 開成町

441 漢詩鑑賞と実作　初心者入門郷座 神奈川県漢詩連盟
2019/4/16、4/24、
5/8、5/22、6/5

横浜市

442 千村曜子　作品展＆ワークショップ 鎌倉市 2019/3/23-3/24 鎌倉市

443 開成町あじさいまつり 開成町あじさいまつり実行委員会 2019/6/1-6/9 開成町

444
県民ホール人材育成事業
劇場運営マネジメント・プロフェッショナル人材養成事業
 「トラブルに発展させないクレーム対応」

神奈川芸術文化財団 2019/3/19 横浜市

445
芸術劇場人材育成事業
大学等との連携

神奈川芸術文化財団
2019/2/25、2/27-
2/28

横浜市

446
芸術劇場人材育成事業
劇場間人材交流

神奈川芸術文化財団
2018/4/1-6/17、
2018/12/11-
2019/2/3

横浜市

447
県西2市8町アウトリーチ
　箱根町

神奈川芸術文化財団 2019/3/5 箱根町

448
第80回記念　国際文化交流　公益社団法人大日本書芸院展
第２回学生部選抜　大日本書芸院展

公益社団法人大日本書芸院 2019/6/23-6/30 台東区

449 地域における障害者の文化芸術体験活動支援事業報告会 認定NPO法人STスポット横浜 2019/3/7 横浜市

450 日生劇場ファミリーフェスティヴァル2019
公益財団法人ニッセイ文化振興財
団（日生劇場）

2019/7/20-8/25 東京都千代田区
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451 第22回神奈川県団体対抗かるた大会 神奈川県かるた協会 2019/3/31 横浜市

452 社会福祉事業協賛　ポップサーカス湘南公演 株式会社神奈川新聞社 2019/4/20-6/16 鎌倉市

453 横濱音泉倶楽部FESTIVAL 2019～The music of Dreamland 横濱音泉倶楽部 2019/3/28 横浜市

454 第127回春季民謡舞踊大会
一般社団法人神奈川県民謡協会本
部

2019/5/25-5/26 横浜市

455 第35回箱根馬子唄日本一全国大会 箱根馬子唄保存会 2019/7/7 鎌倉市

456
藤沢市民祭チャリティー吹奏楽コンサート
ザブラスクルーズ2019

藤沢市民祭 ザブラスクルーズ実行
委員会

2019/9/29 藤沢市

457 第15回南関東ジュニアピアノコンクール 日本ピアノ研究会
2019/7/29-
2020/1/11

横浜市、川崎市

458 2019第50回神奈川二紀展 一般社団法人二紀会神奈川支部 2019/5/7-5/13 横浜市

459 第43回　國藝書道院公募展 國藝書道院 2019/4/19-4/23 鎌倉市

460 鎌倉オペラフェスタ 日本芸術家ネットワーク 2019/4/13 鎌倉市

461 第34回21世紀国際書展 産経新聞社横浜総局 2019/7/10-7/14 横浜市

462 YOKOHAMA ゴスペルフェスティバル VOL.12
YOKOHAMAゴスペルフェスティバル
実行委員会

2019/8/11 横浜市

463 五大路子ひとり芝居「横浜ローザ」 一般社団法人横浜夢座 2019/5/31-6/4 横浜市

464 第7回神奈川県押花芸術展 神奈川県押花芸術展実行委員会 2019/6/7-6/9 鎌倉市

465
若き演奏家たちによるクラシックアンサンブル
in古民家山十邸

愛川町教育委員会 2019/5/11 愛川町

466 神田山緑・神木優「二人会」鎌倉公演 POLLUX 2019/5/25 鎌倉市

467 第42回全日本おかあさんコーラス関東支部大会 全日本合唱連盟関東支部 2019/7/6-7/7 横須賀市

468 スタンダップコメディ　in　真鶴
センターフィールドカンパニー合
同会社

2019/3/10 真鶴町

469 漢詩についての講演会 神奈川県漢詩連盟 2019/5/29 横浜市

470 スタンダップコメディ　in　山北
センターフィールドカンパニー合
同会社

2019/4/10 山北町

471
平成31年度かながわ伝統芸能ワークショップ
「日本舞踊に学ぶ`和`の作法」

神奈川県 2019/7/26-8/14
横須賀市、伊勢
原市、藤沢市、
横浜市

472 第55回神奈川県美術展・中高生特別企画展 神奈川県 2019/9/5-10/12 横浜市、厚木市

473
神奈川フィルハーモニー管弦楽団 定期演奏会
みなとみらいシリーズ第348回

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2019/5/11 横浜市

474
神奈川フィルハーモニー管弦楽団 定期演奏会
みなとみらいシリーズ第349回

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2019/6/22 横浜市

475
神奈川フィルハーモニー管弦楽団 定期演奏会
みなとみらいシリーズ第350回

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2019/7/13 横浜市
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476
神奈川フィルハーモニー管弦楽団 定期演奏会
みなとみらいシリーズ第351回

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2019/8/23-8/24 横浜市

477
神奈川フィルハーモニー管弦楽団 定期演奏会
みなとみらいシリーズ第352回

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2019/9/7 横浜市

478
神奈川フィルハーモニー管弦楽団 定期演奏会
みなとみらいシリーズ第353回

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2019/11/16 横浜市

479
神奈川フィルハーモニー管弦楽団 定期演奏会
みなとみらいシリーズ第354回

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2019/12/6-12/7 横浜市

480
神奈川フィルハーモニー管弦楽団 定期演奏会
みなとみらいシリーズ第355回

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2020/1/25 横浜市

481
神奈川フィルハーモニー管弦楽団 定期演奏会
みなとみらいシリーズ第356回

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2020/2/8 横浜市

482
神奈川フィルハーモニー管弦楽団 定期演奏会
みなとみらいシリーズ第357回

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2020/3/6、3/8 横浜市

483
神奈川フィルハーモニー管弦楽団 定期演奏会
県民ホール名曲シリーズ第5回

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2019/4/20 横浜市

484
神奈川フィルハーモニー管弦楽団 定期演奏会
県民ホール名曲シリーズ第6回

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2019/6/15 横浜市

485
神奈川フィルハーモニー管弦楽団 定期演奏会
県民ホール名曲シリーズ第7回

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2020/2/15 横浜市

486
神奈川フィルハーモニー管弦楽団 定期演奏会
音楽堂シリーズ第13回

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2019/7/6 横浜市

487
神奈川フィルハーモニー管弦楽団 定期演奏会
音楽堂シリーズ第14回

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2019/10/26 横浜市

488
神奈川フィルハーモニー管弦楽団 定期演奏会
音楽堂シリーズ第15回

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2020/1/18 横浜市

489
神奈川フィルハーモニー管弦楽団 定期演奏会
音楽堂シリーズ第16回

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2020/2/22 横浜市

490 特別演奏会「第九」 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2019/12/21 横浜市

491
音楽とスポーツの幸せな関係
～現代におけるオーケストラの魅力と創造の旅路～

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2019/8/31 横浜市

492 ヨコハマ・ポップス・オーケストラ2019
神奈川フィルハーモニー管弦楽
団、横浜アーツフェスティバル実
行委員会

2019/11/1 横浜市

493 第14回フレッシュ・コンサート
神奈川県、神奈川フィルハーモ
ニー管弦楽団

2020/1/9 横浜市

494 ヴィアマーレ・ファミリー・クラシック Vol.19 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2019/5/18 横浜市

495
マシュマロ・ウェーブ第85回公演
「川崎出口　―スクリプト イン ハンド―」
※マグカルシアター

神奈川県、
マシュマロ・ウェーブ

2019/4/18-4/19 横浜市

496
劇団夢幻第10.5回公演
「CHOICE」
※マグカルシアター

神奈川県、劇団夢幻 2019/4/25-4/28 横浜市

497
theater 045 syndicate×劇団820製作所
「フェアウェル、ミスター・チャーリー」
※マグカルシアター

神奈川県、
theater 045 syndicate×劇団820
製作所

2019/5/2-5/5 横浜市

498
Ｂｏｙｓ　Ｂａｌｌｅｔ　Ｓｕｍｍｅｒ　Ｓｃｈｏｏｌ
2019

Ｂｏｙｓ　Ｂａｌｌｅｔ　Ｓｕｍ
ｍｅｒ　Ｓｃｈｏｏｌ実行委員会

2019/8/16-8/17 横浜市

499 公募第22回中美神奈川展 中央美術協会神奈川支部 2019/6/4-6/10 横浜市

500 神奈川県映画感想文コンクール
全国映画感想文コンクール実施委
員会

2019/7/1-2020/2/28 東京都
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501 第25回横濱演劇祭 横濱・演劇の会YES実行委員会 2019/5/25-6/30 横浜市

502 2019　第17回　バレエコンクールＩＮ横浜
公益社団法人日本バレエ協会　関
東支部

2019/5/3-5/5 横浜市

503 横浜音祭り2019
横浜アーツフェスティバル実行委
員会

2019/9/15-11/15 横浜市

504 マグカル開放区(2019年度分） 神奈川県 2019/4/1-2020/3/31 横浜市

505 マグカルナイト(2019年度分） 神奈川県 2019/4/1-2020/3/31 横浜市

506
黄金町×韓国アーティスト・イン・レジデンス交流事業
「Golden　Mind　55」
※平成31年度「アーティスト・イン・レジデンス推進事業」

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

2019/5/17-6/16 横浜市

507
波止場のワークショップ2019
※平成31年度「アーティスト・イン・レジデンス推進事業」

一般社団法人横浜若葉町計画 2019/7/11～29 横浜市

508 「阿夫利神社」夏祭事企画
株式会社東京サウンド・プロダク
ション

2019/8/12 伊勢原市

509
イープラス ｐｒｅｓｅｎｔｓ ＳＴＡＮＤ ＵＰ！
ＣＬＡＳＳＩＣ　ＦＥＳＴＩＶＡＬ ２０１９

株式会社イープラス 2019/9/23 横浜市

510 第５回全国高等学校日本大通りストリートダンスバトル
第５回全国高等学校日本大通りス
トリートダンスバトル実行委員会

2019/11/10 横浜市

511
藤沢今昔・まちなかアートめぐり2019
※平成31年度「アーティスト・イン・レジデンス推進事業」

藤沢今昔まちなかアート実行委員
会

2019/10/5-10/28 藤沢市

512 第十二回予告篇ＺＥＮ映画祭 ＮＰＯ法人湘南遊映坐
2019/11/9-12/8
のうち計10回

鎌倉市

513 第77回春季年次大会 一般社団法人神奈川県民謡連合会 2019/5/19 横浜市

514
手話パフォーマンスきいろぐみ30周年
ファミリー手話ミュージカル2019「手話とらの星」

手話パフォーマンスきいろぐみ 2019/8/24 横浜市

515 第17回全国プレバレエコンクールinさがみはら 合同バレエさがみはら 2019/8/23-8/25 相模原市

516 第12回神奈川県名流舞踊の会 神奈川県名流舞踊の会 2019/9/14 大和市

517 みんなのFUJISAN地球フェスタ WA2019 神奈川
FUJISAN地球フェスタ WA　実行委
員会

2019/5/19、9/29、
10/14

厚木市、伊勢原
市

518
ダンスカナガワフェスティバル
（神奈川県芸術舞踊祭No.108）

公益社団法人　神奈川県芸術舞踊
協会

2019/6/16 横浜市

519 第64回横浜俳句大会 横浜俳話会 2019/10/14 横浜市

520
犬猿も仲第１回単独公演
「新世紀を待つなどーE.P.」
※マグカルシアター

神奈川県、犬猿も仲 2019/5/10-5/12 横浜市

521
富山のはるか
「フランケンシュタイン」
※マグカルシアター

神奈川県、富山のはるか 2019/5/16-5/19 横浜市

522
ジョン・スミスと探る演劇
「劇『鳥の映画』」
※マグカルシアター

神奈川県、ジョン・スミスと探る
演劇

2019/5/23-5/26 横浜市

523 かもフェス　in　神奈川県庁 神奈川県 2019/5/4-5/5 横浜市

524 夜じゃないけどマグカルナイト 神奈川県 2019/5/4-5/5 横浜市

525 茅ケ崎マカナ・フラ・フェスティバル2019
茅ケ崎マカナ・フラ・フェスティ
バル実行委員会

2019/9/14-9/16 寒川町
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526 古民家コンサート＆里山ウォーク
神奈川県住宅供給公社、一色小学

校区地域再生協議会
2019/5/12 二宮町

527 第４回　ヴィンテージ・ヴィラ　アートの発表会
神奈川県住宅供給公社、一般財団
法人シニアライフ振興財団

2018/6/1-6/9 横浜市

528 オルガン・プロムナード・コンサート vol.370 神奈川芸術文化財団 2019/4/26 横浜市

529
オープンシアター2019
「ワタリドリの湖」

神奈川芸術文化財団 2019/5/29-6/2 横浜市

530
オープンシアター2019
東京バレエ団　白鳥の湖
楽しいお話と第３幕

神奈川芸術文化財団 2019/6/2 横浜市

531
オープンシアター2019
「音楽のおくりもの」

神奈川芸術文化財団 2019/6/2 横浜市

532 三浦はつみ オルガン リサイタル 神奈川芸術文化財団 2019/7/13 横浜市

533 横浜バレエフェスティバル2019 神奈川芸術文化財団 2019/8/3 横浜市

534
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵﾍﾟﾗ「カルメン」
共同制作

神奈川芸術文化財団 2019/10/19-10/20 横浜市

535
やなぎみわ展
神話機械

神奈川芸術文化財団 2019/10/20-12/1 横浜市

536 ダンス・カナガワ2019 神奈川芸術文化財団 2019/10/26 横浜市

537 ファンタスティック・ガラコンサート2019 神奈川芸術文化財団 2019/12/29 横浜市

538
神奈川県民ホール開館45周年記念
FLUX Quartet

神奈川芸術文化財団 2020/1/11-1/18 横浜市

539 松山バレエ団「新・白鳥の湖」 神奈川芸術文化財団 2020/3/20 横浜市

540 白井晃演出「春のめざめ」 神奈川芸術文化財団 2019/4/13-4/29 横浜市

541
KAAT EXIBITION 2019
「小金沢健人展 Naked Theatre -裸の劇場-」

神奈川芸術文化財団 2019/4/14-5/6 横浜市

542
「KAATキッズ・サマー・パーティー2019
 in KAAT高原キャンプ場」

神奈川芸術文化財団 2019/5/3-5/6 横浜市

543 白井晃演出「恐るべき子供たち」 神奈川芸術文化財団 2019/5/18-6/2 横浜市

544
地点
「シベリアへ！シベリアへ！シベリアへ！」

神奈川芸術文化財団
2019/5/27-6/2、
7/13-7/16

横浜市

545 「ゴドーを待ちながら」 神奈川芸術文化財団 2019/6/12-6/23 横浜市

546 「ビビを見た！」 神奈川芸術文化財団 2019/7/4-7/15 横浜市

547 KAATキッズ・プログラム2019「グレーテルとヘンゼル」 神奈川芸術文化財団 2019/7/21-7/24 横浜市

548 白井晃演出「怪人と探偵」 神奈川芸術文化財団 2019/9/14-9/29 横浜市

549 横浜JAZZプロムナード 神奈川芸術文化財団 2019/10/12-10/13 横浜市

550 国際舞台芸術ミーティング in 横浜(TPAM)2020 神奈川芸術文化財団 2020/2/8-2/16 横浜市
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551 オープンシアター2019(音楽堂) 神奈川芸術文化財団 2019/6/1 横浜市

552 中丸三千繪ソプラノリサイタル 神奈川芸術文化財団 2019/6/29 横浜市

553 三ツ橋敬子の「新☆夏休みオーケストラ！」(2019開催分) 神奈川芸術文化財団 2019/8/14-8/17 横浜市

554 山田和樹指揮東京混声合唱団 神奈川芸術文化財団 2019/8/23 横浜市

555
佐藤俊介指揮・ヴァイオリン
オランダ・バッハ協会管弦楽団

神奈川芸術文化財団 2019/9/29 横浜市

556
アントネッロ　コンサート「没後500年記念
レオナルド・ダ・ヴィンチ 音楽の謎解き」

神奈川芸術文化財団 2019/10/12 横浜市

557 アルデッティ弦楽四重奏団＆小尻健太 神奈川芸術文化財団 2019/11/30 横浜市

558 第54回クリスマス音楽会「メサイア」全曲演奏会 神奈川芸術文化財団 2019/12/15 横浜市

559 エリソ・ヴィルサラーゼ・ピアノ・リサイタル 神奈川芸術文化財団 2020/1/13 横浜市

560 「サイレンス」 神奈川芸術文化財団 2020/1/25 横浜市

561 バロックオペラ「シッラ」 神奈川芸術文化財団 2020/2/29-3/1 横浜市

562 ブルーオーロラ・サクソフォーン・カルテット 神奈川芸術文化財団 2020/3/20 横浜市

563 人形劇まつりin川崎市民プラザ2019 かわさき人形劇まつり実行委員会 2019/9/29 川崎市

564
令和元年度公益財団法人日本民謡協会民謡民舞神奈川県
第一連合大会

公益財団法人日本民謡協会神奈川
県第一連合委員会

2019/7/21 川崎市

565 第62回神奈川県合唱祭 神奈川県合唱連盟
2019/6/8-6/9、
6/22-6/23

横浜市

566 第59回神奈川旺玄展 一般社団法人旺玄会金川支部 2019/9/3-9/9 横浜市

567 第46回神奈川独立書展 神奈川県独立書人団 2019/8/13-8/18 横浜市

568 第26回　県民共済「夏休みに描く絵画コンクール」 神奈川県民共済生活協同組合 2019/10/26-11/4 横浜市

569 第75回ハマ展 横浜美術協会 2019/10/30-11/27 横浜市

570 第43回神奈川独立美術展 神奈川独立美術の会 2019/6/25-7/1 横浜市

571 第6回ふるさとお国自慢フォトコンテスト
全日本写真材料商組合連合会関東
甲信越静地区連盟

2019/12/27-
2020/1/9

東京都中央区

572 TACChi　０才からの演劇あそび くロひげ
2019/7/14-
2020/3/21

横浜市

573 ハマのＪＡＣＫ2019夏 特定非営利活動法人ハマのJACK 2019/8/8-8/11 横浜市

574 神奈川の伝統人形芝居「乙女文楽」こども伝承教室 公益財団法人現代人形劇センター 2019/7/22-10/12 川崎市

575 第13回小田原映画祭　シネマトピア2019
特定非営利活動法人おだわらシネ
マトピア

2019/9/7-9/15 小田原市
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576
創立20周年記念事業　オペレッタ
「天国と地獄、ときどき二宮」

二宮演奏家協会 2019/11/24 二宮町

577
鎌倉こどもミュージカル第12回公演
『ロビンソン・ロビンソン』

鎌倉こどもミュージカル 2019/7/31 藤沢市

578 第45回人形浄瑠璃自主公演 あつぎひがし座 2019/6/9 厚木市

579 『会社の人事２０１９』 一般社団法人横濱若葉町計画 2020/1/12-1/20 横浜市

580 第二回　かながわのお神楽公演
第二回かながわのお神楽公演実行
委員会

2019/6/16 横浜市

581 遊行かぶき公演「しんとく丸」 遊行舎 2019/10/18-10/20 藤沢市

582 第９回スプリングJazzコンサート 開成ジュニアアンサンブル 2020/3/20 南足柄市

583
ミュージック・マスターズ・コース・ジャパン
ヨコハマ　2019

一般社団法人ミュージック・マス
ターズ・コース・ジャパン

2019/6/26-7/14 横浜市

584
SPACE FACTORY 2019 シリーズ”日本のこころ”vol.4
again

SPACE FACTORY 2019/4/28-4/29 横浜市

585 現代美術展「小田原ビエンナーレ2019」 小田原ビエンナーレ実行委員会 2019/7/31-8/26 小田原市

586 第79回YB公募展 横須賀美術協会 2019/6/2-6/8 横須賀市

587 第55回神奈川県名流邦舞祭
公益社団法人日本舞踊協会神奈川
支部

2019/11/23-11/24 横浜市

588 第44回川崎大師薪能 川崎大師薪能実行委員会 2019/5/24 川崎市

589 第58回　日本現代工芸美術展　横浜巡回展　及び併催展
現代工芸美術協会　神奈川・静岡
会

2019/6/26-7/3 横浜市

590 第42回ヨコハマ日曜画家展 NPO法人横浜美術の会 2019/5/29-6/3 横浜市

591 赤レンガＤａｎｃｅＡｒｔ2019
公益社団法人神奈川県芸術舞踊協
会

2019/6/8 横浜市

592 第35回大倉山秋の芸術祭実行委員会 大倉山秋の芸術祭実行委員会 2019/10/30-11/4 横浜市

593 藤沢ジュニアオーケストラ　第37回定期演奏会 藤沢ジュニアオーケストラ 2019/8/18 藤沢市

594 公益財団法人神奈川青少年交響楽団　定期演奏会
公益社団法人神奈川青少年交響楽
団

2019/7/15、12/22 横浜市

595 2020青葉こども音楽まつり 横浜緑吹奏楽団 2020/2/29-3/1 横浜市

596 第32回ヨコハマ・ワーグナー祭 横浜音楽文化協会 2020/1/10 横浜市

597 神奈川県吟剣詩舞道総連盟発表大会
公益財団法人日本吟剣詩舞振興会
公認　神奈川県吟剣詩舞道総連盟

2019/9/8 藤沢市

598 チャリティー相撲甚句神奈川大会 一般社団法人横浜相撲甚句会 2020/1/25 横浜市

599 第35回全国硬筆コンクール
一般社団法人全国書写書道教育振
興会

2019/7/1-10/27 東京都

600
チャレンジ・オブ・ザ・シルバー
「おためしダンスワークショップ」
※共生共創事業

神奈川県 2019/5/15、6/7 横浜市
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601
studio salt
「過去公演リーディング『父の骨（第1回公演作品）』
」※マグカルシアター

神奈川県、studio salt 2019/5/30-5/31 横浜市

602
演劇プロデュース『螺旋階段』
「妄想コピー/父の声が聞こえない」
※マグカルシアター

神奈川県、演劇プロデュース『螺
旋階段』

2019/6/7-6/9 横浜市

603
studio salt
「過去公演リーディング『garden（第3回公演作品）』」
※マグカルシアター

神奈川県、studio salt 2019/6/13-6/14 横浜市

604
演劇企画　孤島のハルキ
「平成ジェネレーション会議」
※マグカルシアター

神奈川県、演劇企画　孤島のハル
キ

2019/6/21-6/23 横浜市

605
プラスティックな月
「 大江戸・おぶ・どりーむす」
※マグカルシアター

神奈川県、プラスティックな月 2019/6/27-6/28 横浜市

606 第62回凌雲書展 凌雲社 2019/8/7-8/11 横浜市

607 第62回太平洋神奈川展 太平洋美術会神奈川支部 2019/8/27-9/2 横浜市

608 第35回新構造神奈川展 一般社団法人新構造神奈川支部 2019/10/1-10/6 川崎市

609 2019あしがらアートの森 NPO法人あしがらアートの森 2019/11/10-11/17 南足柄市

610
三井住友財団ときめくひととき第847回
オペラぺらぺらコンサート～恋の歌列伝～

寒川町、三井住友海上文化財団、
オーエンス

2019/9/8 寒川町

611 第37回　神奈川県筆友書道連盟公募展 神奈川県筆友書道連盟 2019/7/24-7/28 平塚市

612 第70回神奈川県華道展 神奈川県華道連盟 2019/8/28-9/2 横浜市

613 第68回実朝祭短歌大会 鶴岡八幡宮 2019/8/9 鎌倉市

614 神奈川県水墨画美術展 神奈川県水墨画美術協会 2019/10/23-10/28 横浜市

615 第72回神奈川県民俳句大会 神奈川県俳句連盟 2019/7/28 山北町

616 第29回神奈川オペラフェスティバル'19
特定非営利活動法人横浜シティオ
ペラ

2019/9/22-12/7 横浜市

617 第22回日本太鼓ジュニアコンクール神奈川県支部予選会
公益財団法人日本太鼓財団神奈川
県支部

2019/10/19 横浜市

618 第129回春季大会 一般社団法人神奈川県民謡協会 2020/4/19 横浜市

619 童謡コーラス名曲大合唱会 NPO法人童謡コーラス支援事務局
2019/12/5-
2020/3/12

横浜市

620
横浜市民こどもミュージカル2019赤い靴はいてた女の子像・
誕生40周年記念公演「ワタシノユメ」

横浜市民ミュージカル公演実行委
員会

2019/7/27-7/28 横浜市

621 みうら魅力創作展
三浦地域資源ユーズ株式会社
協力：一般社団法人ジャズ喫茶ち
ぐさ・吉田衛記念館

2019/6/2-6/3 三浦市

622 スクランブル・ダンスプロジェクト おだわら文化事業実行委員会 2019/8/18、11/30 小田原市

623 第18回湘南ひらつか市民演劇フェスティバル
湘南ひらつか市民演劇フェスティ
バル実行委員会

2019/9/28-9/29 平塚市

624 アフガニスタン35年　砂漠を緑に変えた　中村哲　講演会 川崎市国際交流協会 2019/9/9 川崎市

625 Touch　Yokohama　2019 一般社団法人横浜生年会議所 2019/6/28 横浜市



神奈川文化プログラム認証事業一覧

Ｎｏ. 事   業   名 主催団体名 実施期間 開催場所

※記載されている事業は認証時点の情報です。なお、2020年度以降に認証し新型コロナウイルス感染症の拡大防止の影響等により中止となった
事業については、事業名の右隣に（中止）と表記しています。

626
市民劇団　演劇やまと塾　第28回公演
「あの夏の日～元台湾少年工の里帰り～」

市民劇団　演劇やまと塾 2019/9/1 大和市

627 オルガン・プロムナード・コンサート vol.371 神奈川芸術文化財団 2019/6/28 横浜市

628 オルガン・プロムナード・コンサート vol.372 神奈川芸術文化財団 2019/8/30 横浜市

629 オルガン・プロムナード・コンサート vol.373 神奈川芸術文化財団 2019/9/27 横浜市

630 オルガン・プロムナード・コンサート vol.374 神奈川芸術文化財団 2019/10/25 横浜市

631 オルガン・プロムナード・コンサート vol.375 神奈川芸術文化財団 2019/11/22 横浜市

632 オルガン・プロムナード・コンサート vol.376 神奈川芸術文化財団 2020/1/31 横浜市

633 オルガン・プロムナード・コンサート vol.377 神奈川芸術文化財団 2020/2/21 横浜市

634 オルガン・プロムナード・コンサート vol.378 神奈川芸術文化財団 2020/3/27 横浜市

635 オルガン・クリスマスコンサート 神奈川芸術文化財団 2019/12/20 横浜市

636
舞台芸術講座
②オペラ「カルメン」の魅力

神奈川芸術文化財団 2019/9/28 横浜市

637
舞台芸術講座
③チェンバロの魅力Ⅶ

神奈川芸術文化財団 2020/3/21 横浜市

638
オペラ「ヘンゼルとグレーテル」
巡回①

神奈川芸術文化財団 2019/8/4 横浜市

639
オペラ「ヘンゼルとグレーテル」
巡回②

神奈川芸術文化財団 2019/8/10 横浜市

640
(巡回)舞台芸術講座
オペラ「カルメン」の魅力

神奈川芸術文化財団 2019/9/25 横浜市

641 オープンシアター2019 神奈川芸術文化財団 2019/6/2 横浜市

642
KAATキッズ・プログラム2019
ルー

神奈川芸術文化財団 2019/7/27-7/28 横浜市

643
KAATキッズ・プログラム2019
スティック・バイ・ミー

神奈川芸術文化財団 2019/8/3-8/4 横浜市

644
KAATキッズ・プログラム2019
「二分間の冒険」

神奈川芸術文化財団 2019/8/17-8/25 横浜市

645 ミュージカル「不思議の森の三日坊主」
こどものためのミュージカル実行
委員会

2020/2/22-2/23 横浜市

646 第６回かながわ留学生音楽祭in YOKOHAMA 一般財団法人民主音楽協会 2019/12/7 横浜市

647 第19回ひらつか七夕将棋大会 日本将棋連盟平塚支部 2019/7/6 平塚市

648 日本国際バレエフェスティバル 日本国際バレエ協会 2019/8/7-8/16 川崎市

649
第61回公益社団法人日本総合書芸院展
第39回公益社団法人日本総合書芸院選抜展

公益社団法人日本総合書芸院
2019/8/6-8/11、
2019/11/22-11/26

東京都、横浜市

650 佐藤ひでこピアノリサイタル HS classic 2020/1/12-2/1 逗子市
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651
第20回支部吹奏楽コンクール
第68回神奈川県吹奏楽コンクール

神奈川県吹奏楽連盟
2019/7/24-7/31
2019/7/25-8/11

横浜市　他

652 GTFグレータートウキョウフェスティバル2019
GTFグレータートウキョウフェス
ティバル実行委員会

～2020/3/31
東京、神奈川、
埼玉、千葉

653 黄金町バザール2019-ニュー・メナジュリー
非営利活動法人黄金町エリアマネ
ジメントセンター

2019/9/20-11/4 横浜市

654
21番目の素敵な出逢い
※共生共創事業

神奈川県 2019/8/4 横浜市

655
神奈川県子ども読書活動推進フォーラム
絵本と鳥の巣の不思議―鳥の巣が教えてくれること

神奈川県（県立図書館） 2019/12/8 横浜市

656 第62回神奈川県合唱コンクール 神奈川県合唱連盟 2019/8/18、8/20 横浜市

657 人形劇「9月0日大冒険」 人形劇団ひとみ座 2019/8/22-8/24 横浜市

658 あつぎごちゃまぜフェス2019
あつぎごちゃまぜフェス実行委員
会

2019/8/17-8/18 厚木市

659 (財)神山財団芸術支援プログラム　第5回卒業成果展 一般財団法人神山財団 2019/10/17-10/26 横浜市

660 第42回神奈川創元展 創元会神奈川支部 2020/1/13-1/19 横浜市

661 第52回一般社団法人二科会写真部神奈川支部公募展
一般社団法人二科会写真部神奈川
支部

2020/4/9-4/13 横浜市

662 第47回書研社一般公募展 書道研究　書研社 2019/8/7-8/11 川崎市

663 第48回臨古書道展 純正書法連盟 2019/8/21-8/25 横浜市

664 第68回浜書展 横浜書道連盟 2019/8/21-8/25 横浜市

665 第８回横浜開港アンデパンダン展
横浜開港アンデパンダン展実行委
員会

2020/1/14-1/19 横浜市

666 ヨコハマ・ポップス・オーケストラ2019
神奈川フィルハーモニー管弦楽
団、横浜アーツフェスティバル実
行委員会

2019/11/1
（昼公演の追加）

横浜市

667 第68回神奈川文化賞・スポーツ賞贈呈式 神奈川県、株式会社神奈川新聞社 2019/11/3 横浜市

668 第90回川崎美術協会展 川崎美術協会 2019/10/22-10/27 川崎市

669 2019（第64回）全神奈川写真サロン公募展 全日本写真連盟神奈川県本部 2019/12/16-12/22 横浜市

670
全国都道府県対抗 eスポーツ選手権2019 IBARAKI
『ぷよぷよeスポーツ』県代表決定戦

全国都道府県対抗 eスポーツ選手
権2019 IBARAKI ぷよぷよ 予選実
行委員会

2019/8/17 大和市

671 ODORI MATSURI 2019 株式会社Vintom 2019/8/31 横浜市

672
全国都道府県対抗eスポーツ選手権2019IBARAKI
『ぷよぷよeスポーツ』「一般の部（12歳以上）」
神奈川県代表決定戦

全国都道府県対抗eスポーツ選手権
2019IBARAKIぷよぷよ予選実行委員
会

2019/8/17 大和市

673 第52回公募竹青社書展 竹青社 2019/11/26-12/1 横浜市

674 公募第57回虹友書道展 日本書法研究会 2020/1/29-2/3 横浜市

675
WASAWASA!ジャンベワークショップ＆ミニコンサート
※共生共創事業

神奈川県

2019/8/25～27
※25、26日はワーク
ショップ、27日はミ
ニコンサート

横浜市
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676 横浜クラリネット合奏団　ハロウィンコンサート2019 横浜クラリネット合奏団 2019/10/26 横浜市

677 団地ふれあいコンサート 神奈川県住宅供給公社 2019/8/3 横浜市

678 漢詩講演会「漢詩の四季、日本の四季」 神奈川県漢詩連盟 2019/11/3 横浜市

679 第32回神奈川書家三十人展 株式会社神奈川新聞社 2019/12/11-12/15 横浜市

680 第59回神奈川県女流美術家協会展 神奈川県女流美術家協会 2019/11/27-12/2 横浜市

681 第10回関東地区高等学校和太鼓選手権 関東高等学校和太鼓連盟 2019/8/21 座間市

682
かながわこども民俗芸能フェスティバル
～れとろびーと2019～

かながわ伝統芸能祭実行委員会 2019/11/4 横浜市

683 第128回秋季民謡舞踊大会
一般社団法人神奈川県民謡協会本
部

2019/9/14-9/15 横浜市

684 第21回ショパン国際ピアノコンクールin ASIA
ショパン国際ピアノコンクールin
ASIA組織委員会

2019/9/2-2020/1/16
川崎市、横浜市
ほか

685 げんきＭＭコンサート げんきＤｏ 2020/1/5 横浜市

686 第57回全国公募日書家展 日本書道家連盟 2019/10/16-10/20 横浜市

687 今中博之氏講演会「だってアートだもん！」
特定非営利活動法人鎌倉あそび基
地

2019/10/26 鎌倉市

688 二宮音楽まつり2019二宮こども音楽祭 神奈川県住宅供給公社 2019/10/5 二宮町

689 日本吹奏楽発祥百五十年記念演奏会
公益社団法人日本吹奏楽指導者協
会

2019/10/14 横浜市

690
一般社団法人神奈川県自動車整備振興会
第26回「写真・絵画展」

一般社団法人神奈川県自動車整備
振興会

2020/1/25-1/27 横浜市

691 第37回神奈川県現代俳句協会俳句大会 神奈川県現代俳句協会 2019/11/23 横浜市

692 第12回民謡グランプリ全国大会
民謡グランプリ全国大会実行委員
会

2019/11/23 横浜市

693 第四回「横浜よさこい祭り～良い世さ来い」 「横浜よさこい祭り」実行委員会 2019/10/19-10/20 横浜市

694 ocarinaなのはなFestibal
ocarinaなのはなFestibal実行委員
会

2020/1/25 二宮町

695
認定ＮＰＯ法人湘南フィルハーモニー管弦楽団
第40回コンサート

認定NPO法人湘南フィルハーモニー
管弦楽団

2020/2/16 茅ヶ崎市

696 2019きらめくふるさと かながわ民俗芸能祭
神奈川県、神奈川県民俗芸能保存
協会

2019/12/1 横浜市

697 2019かながわの太鼓 神奈川県、神奈川県太鼓連合 2019/11/10 横浜市

698
令和元年度 かながわの遺跡展
「縄文と弥生―時代と文化の転機を生きた人々―」

神奈川県（神奈川県立歴史博物
館）、綾瀬市教育委員会

2019/11/27-
12/22(横浜）
2020/1/9-1/26（綾
瀬）

横浜市、綾瀬市

699 第５回　ヴィンテージ・ヴィラ　歌の発表会 神奈川県住宅供給公社 2019/9/9 横浜市

700
Colors　かわさき2019展
～色とりどりの未来へアートがつなぐ～

公益財団法人川崎市文化財団
2019/11/15-11/24、
11/30

川崎市



神奈川文化プログラム認証事業一覧

Ｎｏ. 事   業   名 主催団体名 実施期間 開催場所

※記載されている事業は認証時点の情報です。なお、2020年度以降に認証し新型コロナウイルス感染症の拡大防止の影響等により中止となった
事業については、事業名の右隣に（中止）と表記しています。

701
南足柄市郷土資料館　秋期特別展
「昭和レトロ展　パート２」

南足柄市 2019/11/5-12/1 南足柄市

702 カナガワ　リ・古典　プロジェクト ㏌秦野
神奈川県（かながわの伝統文化の
継承と創造プロジェクト実行委員
会）

2019/10/20 秦野市

703
民俗芸能公演
（９月23日人形浄瑠璃公演、11月３日歌舞伎公演）

川崎市立日本民家園 2019/9/23、11/3 川崎市

704 国際舞台芸術ミーティングin横浜2020
国際舞台芸術ミーティングin横浜
実行委員会

2020/2/8-2/16 横浜市

705
アートダンスカナガワNo.12
「ねむり姫～眠れる森の美女・未来版～」

公益社団法人神奈川県芸術舞踊協
会

2019/10/26 横浜市

706 第42回日月書道展（公募） 日月書道会 2020/2/19-2/24 横浜市

707 第11回　神奈川県障害者文化・芸術祭
神奈川県（障害福祉課）、神奈川
県障害者社会参加推進センター

2019/12/14-12/15 厚木市

708 第24回全日本中学生・高校生打楽器ソロコンテスト
公益社団法人日本吹奏楽指導者協
会

2020/3/25 川崎市

709 第15回神奈川県知事杯コントラクトブリッジ競技会
特定非営利活動法人横浜ブリッジ
センター、特定非営利活動法人大
船ブリッジセンター

2019/11/23-11/24 横浜市、鎌倉市

710 第50回公募文化書道神奈川県連合会書道展 文化書道神奈川県連合会 2019/11/14-11/17 横浜市

711 トップコンサート　PART.32
株式会社神奈川新聞社、かながわ
音楽コンクール事務局

2019/10/6 横浜市

712 中央大学管弦楽団第82回記念演奏会
中央大学学友会文化連盟音楽研究
会管弦楽部

2019/12/20 横浜市

713 令和元年度（第48回）文化財保護ポスター事業 神奈川県（文化遺産課） 2019/11/3-12/25
横浜市、中井
町、鎌倉市、葉
山町

714 ベートーヴェン交響曲第9番全楽章を踊る 森下企画 2019/10/3-10/6 横浜市

715
第１回 日本の宝これぞ浮世絵名品展
第２回 初代広重 東海道五十三次の旅（保永堂版）
第３回 幕末・明治の浮世絵師が見た江戸・東京

川崎市、公益財団法人川崎市文化
財団、公益社団法人川崎・砂子の
里資料館

2019/12/3-
2020/3/31
※ 休館日を含む

川崎市

716 劇メシ　神奈川 株式会社エンテージ
①2019/11/5-11/23
②2020/1/10-1/22

①川崎市
②横浜市

717
Creators Town Manazuru
「真鶴アート提灯フェスティバル」

一般社団法人真鶴未来塾 2020/3/20-3/31 真鶴町

718 第118回民謡民舞秋季大会 川崎市民謡協会 2019/11/17 川崎市

719
「第25回ヴィサン《人生百歳》
ジョイント・コーラスフィスティバル」inよこはま

神奈川県合唱連盟 2019/11/7 横浜市

720 第36回産経神奈川百選書展 産経新聞社横浜総局 2019/11/28-12/3 横浜市

721 第34回栄区菊花大会 栄菊花会 2019/11/2-11/10 横浜市

722 第50回寒川町文化祭菊花展 寒川町菊花会 2019/11/1-11/6 寒川町

723 音声ガイドを取り込んだダンスのワークインプログレス 神奈川芸術文化財団 2019/8/31 横浜市中区

724 オルガン・リサイタルシリーズ 神奈川芸術文化財団 2019/7/13 横浜市中区

725 KAATダンスシリーズ2019「NIPPON・CHA!CHA!CHA!」 神奈川芸術文化財団 2020/1/10-1/19 横浜市中区
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726 一柳慧プロデュース　フラックス弦楽四重奏団 神奈川芸術文化財団 2020/1/11-1/18 横浜市中区

727
KAAT神奈川芸術劇場プロデュース
「アルトゥロ・ウイの興隆」

神奈川芸術文化財団 2020/1/11-2/2 横浜市中区

728
新しい才能の発掘育成プロジェクト
プロフェッショナルアーティスト養成事業

神奈川芸術文化財団 2019/5/4 横浜市中区

729
KAAT神奈川芸術劇場トーク『SHIRAI’ｓ CAFE』
シライズカフェ　Ｖol.7

神奈川芸術文化財団 2019/6/1 横浜市中区

730 「常陸坊海尊」 神奈川芸術文化財団 2019/12/7-12/22 横浜市

731 大学等との連携（東京音楽大学他） 神奈川芸術文化財団 2020/2/10 横浜市

732
劇場人材能力開発プロジェクト
劇場運営マネージメント プロフェッショナル人材養成講座

神奈川芸術文化財団
2019/10/1-
2020/3/31

横浜市

733 インターン　公演制作（音楽、演劇）、舞台技術 神奈川芸術文化財団 2019/7/25-10/20 横浜市

734 横浜市民吹奏楽団　第７４回定期演奏会 横浜市民吹奏楽団 2020/2/16 横浜市

735 第62回二科神奈川支部展 二科神奈川支部 2020/6/3-6/8 横浜市

736 第68回書作展 横浜書作協会 2020/3/18-3/23 横浜市

737 第42回神奈川県合唱フェスティバル～フォークロアの祭典～ 神奈川県合唱連盟 2020/2/11 横浜市

738 横浜国立大学吹奏楽団第36回記念定期演奏会 横浜国立大学吹奏楽団 2019/12/27 横浜市

739 第８回　野島稔・よこすかピアノコンクール 公益財団法人横須賀芸術文化財団 2020/5/18-5/24 横須賀市

740
第34回ヨコハマコンペティション
（神奈川芸術舞踊祭No.110）

公益社団法人神奈川県芸術舞踊協
会

2019/11/14-11/17 横浜市

741 ～座間歌謡祭2020～第４回日本歌曲コンクール
公益財団法人座間市スポーツ・文
化振興財団

2020/4/9-4/19 座間市

742 “羽織考－時代
とき

を超
こ

え羽織は語る－ 公益社団法人服飾文化研究会 2019/11/13-11/17 横浜市

743 横浜楽友協会吹奏楽団第41回定期演奏会 横浜楽友協会吹奏楽団 2020/5/3 横浜市

744 第45回神奈川県銘品盆栽展 神奈川県銘品盆栽会 2020/1/31-2/2 藤沢市

745 アンサンブル・クライス第17回演奏会 アンサンブル・クライス 2020/2/18 横浜市

746
第30回「インターナショナル・オルガン・フェスティバル・
イン・ジャパン」2020横浜公演

インターナショナル・オルガン・
フィスティバル・イン・ジャパン
組織委員会

2020/6/22 横浜市

747 第26回日本フルートフェスティヴァルin横浜
日本フルートフェスティヴァルin
横浜実行委員会

2020/4/12 横浜市

748
公益社団法人日本バレエ協会関東支部神奈川ブロック
創立40周年記念第35回自主公演

公益社団法人日本バレエ協会関東
支部神奈川ブロック

2020/1/19 横浜市

749 不動産フェア「宅建チャリティー寄席」
公益社団法人神奈川県宅地建物取
引業協会

2019/10/15 横浜市

750 若者たちの音楽祭５ 愛川町教育委員会 2019/12/15 愛川町
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751 Hand Shadows ANIMARE（TPAMフリンジ公演）
有限会社劇団かかし座
共催：横浜人形の家

2020/2/11-2/12 横浜市

752 第44回湘南工芸家協会展 湘南工芸家協会 2019/11/29-12/3 平塚市

753 第10回横浜太鼓祭～浜の和太鼓コンテスト～ 特定非営利活動法人打鼓音 2020/1/11-1/12 横浜市

754 第87回県展（公募） 神奈川県美術家協会 2020/4/29-5/4 横浜市

755 横浜国立大学民謡研究会合唱団第60回発表会 横浜国立大学民謡研究会合唱団 2019/12/14 横浜市

756 PIANO　WAN　音楽会　vol.11
一般社団法人音楽発達サポート協
会

2019/11/19 横浜市

757 PIANO　WAN　クリスマス音楽会
一般社団法人音楽発達サポート協
会

2019/12/21 横浜市

758 宅建市民セミナー
公益社団法人神奈川県宅地建物取
引業協会

2019/11/14 横浜市

759 ロミオとジュリエット 富山のはるか 2020/2/8-2/16 横浜市

760 第10回「かながわ端唄・小唄の集い」演奏会 かながわ端唄・小唄の集い 2020/4/18 横浜市

761 区民ミュージカル 2020 区民ミュージカルユニット横浜
2020/8/22、
2021/3/27

横浜市、鎌倉市

762 三科かをり・KWRゴスペルクワイア　20周年記念コンサート KWRゴスペルクワイア 2020/6/28 横浜市

763 第15回全国公募団体ＩＡＣ美術会湘南支部工芸展 全日本合唱連盟関東支部 2021/2/12-2/16 平塚市

764 第10回関東ヴォーカルアンサンブルコンテスト 全日本合唱連盟関東支部 2020/3/6-3/7 茅ヶ崎市

765
綾瀬シニア劇団「もろみ糀座」中間発表公演
『ヤァ－－－ッ！』　※共生共創事業

神奈川県 2019/12/19 横浜市

766
横浜並木男声合唱団コンサート
－平均年齢72歳の男声合唱団が歌って踊れる秘密－
※共生共創事業

神奈川県 2020/1/19 横浜市

767
サルサガムテープLive2020
※共生共創事業

神奈川県 2020/1/25 横浜市

768
第７回インテグレイテッドダンスカンパニー
響－Kyo 公演
※共生共創事業

神奈川県 2020/2/15-2/16 横浜市

769 第46回県民書道展 神奈川県民書連 2020/4/22-4/26 横浜市

770 第101回全国百人一首競技かるた横浜大会 横浜隼会 2019/5/1-2020/3/28 横浜市

771 第12回国際シニア合唱祭『ゴールデンウェーブin横浜』
特定非営利活動法人ゴールデン
ウェーブ

2020/4/13-4/15 横浜市

772 アフリカプリミティブモダンアート展 日本アフリカ現代美術協会 2019/12/24-12/28 横浜市

773
寄宿生活塾 はじめ塾×東京デスロック
『Anti Human Education Ⅱ 〜TEENS Edit.〜』

神奈川県、一般社団法人unlock／
東京デスロック

2020/2/29-3/1 横浜市

774 フォト・ヨコハマ2020 フォト・ヨコハマ実行委員会 2020/1/1-1/31 横浜市

775 令和２年第129回春季民謡コンクール
一般社団法人神奈川県民謡協会本
部

2020/2/23 横浜市
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776 第72回実朝忌俳句大会 鎌倉同人会 2020/3/1 鎌倉市

777 劇団カレーライス第53回公演 劇団カレーライス 2019/2/29 横浜市

778 帆船日本丸を愛する男声合唱団第25回定期演奏会 帆船日本丸を愛する男声合唱団 2020/5/5 横浜市

779
茅ヶ崎マカナ・フラ・フェスティバル2020
(10周年記念大会）

茅ケ崎マカナ・フラ・フェスティ
バル実行委員会

2020/11/21-11/23 寒川町

780
横濱音泉倶楽部FESTIVAL 2020～YOC歌謡祭
～令和につなぐ歌謡Show～

横濱音泉倶楽部 2020/2/11 横浜市

781 鎌倉彫コンペティション2021 鎌倉彫協同組合 2021/2/19-2/25 鎌倉市

782 素敵な出逢いコンサート
NPO法人ドリームエナジープロジェ
クト

2020/3/21 藤沢市

783 第40回神奈川県ジュニア合唱祭 神奈川県合唱連盟 2020/3/26 横浜市

784
第66回公認神奈川県吟剣詩舞道総連盟
吟詠コンクール決勝大会

公益財団法人日本吟剣詩舞振興会
公認
神奈川県吟剣詩舞総連盟

2020/4/5-5/10 横浜市

785 第69回神奈川県歌人会短歌大会 神奈川県歌人会 2020/4/18 横浜市

786 日生劇場ファミリーフェスティヴァル2020
公益財団法人ニッセイ文化振興財
団（日生劇場）

2020/7/17-8/30 東京都

787
第81回記念　国際文化交流　公益社団法人大日本書芸院展
第３回学生部選抜　大日本書芸院展

公益社団法人大日本書芸院 2020/6/23-6/30 東京都

788 第71回神奈川県華道展 神奈川県華道連盟 2020/4/15-4/20 鎌倉市

789 第73回県民俳句大会 神奈川県俳句連盟 2020/3/7 大井町

790 第51回彩象展 彩象美術協会 2020/5/12-5/17 横浜市

791 2020年　第43回　神奈美公募展 神奈川美術協会 2020/5/20-5/24 横浜市

792 SHOW なんだい DE ショー 湘南台音楽祭実行委員会 2020/5/30 藤沢市

793 アジアユースオーケストラ日本公演２０２０
アジアユースオーケストラ日本事
務局

2020/8/28-8/29 綾瀬市、東京都

794 第7回湘南Ｖｉｖｉｄアート展 Vividアートウェーヴ 2020/4/24-5/3 藤沢市

795
「老いと演劇」OiBokkeShi
『ポータブルトイレットシアター』

神奈川県 2020/2/12 横浜市

796
横須賀シニア劇団「よっしゃ!!」成果公演
『黒船がやって来た！』

神奈川県 2020/2/22-23、3/7
横須賀市、横浜
市

797
パントマイム　シルヴプレ
結成二十周年アニヴァーサリー公演
「廿・春いちヴァン　-ふりかえれヴァン・Best Vingt-」

神奈川県 2020/2/29、3/1 横浜市

798 チャレンジ・オブ・ザ・シルバーWS
神奈川県、チャレンジ・オブ・
ザ・シルバー

2020/2/22 横浜市

799 綾瀬シニア劇団成果公演
神奈川県、綾瀬シニア劇団「もろ
み糀座」

①2020/3/1
②3/14-3/15

①綾瀬市
②横浜市

800 チャレンジ・オブ・ザ・シルバー成果公演
神奈川県、チャレンジ・オブ・
ザ・シルバー

2020/3/21 横浜市



神奈川文化プログラム認証事業一覧

Ｎｏ. 事   業   名 主催団体名 実施期間 開催場所

※記載されている事業は認証時点の情報です。なお、2020年度以降に認証し新型コロナウイルス感染症の拡大防止の影響等により中止となった
事業については、事業名の右隣に（中止）と表記しています。

801 共生共創事業シンポジウム 神奈川県 2020/3/22 横浜市

802 第65回竹青社書展 竹青社 2020/4/9-4/14 横浜市

803 漢詩鑑賞と実作　第14回初心者入門郷座 神奈川県漢詩連盟
2020/4/15、4/28、
5/12、6/2、6/16

横浜市

804 小田原城アートＮＯＷ2020 小田原文化芸術協会 2020/6/2-6/29 小田原市

805 社会福祉事業協賛　ポップサーカス横須賀公演 株式会社神奈川新聞社 2020/4/26-6/28 横須賀市

806 五大路子ひとり芝居「横浜ローザ」（中止） 一般社団法人横浜夢座 2020/5/29-6/2 神奈川県

807 茶の湯文化にふれる市民茶会・市民講座
一般社団法人表千家同門会神奈川
県支部

2020/4/19-
2021/2/23

横浜市

808 第70回記念　板院展 一般社団法人日本板画院 2020/6/16-6/21 東京都

809 第42回神奈川地区連合大会
一般財団法人日本郷土民謡協会神
奈川地区連合会

2020/6/21 横浜市

810 横浜市民ミュージカル「横濱どんたく～音楽の架け橋～」
横浜市民ミュージカル公演実行委
員会

2020/2/16 横浜市

811 第91回京浜川柳大会 横浜市戸塚公会堂 2020/4/29 横浜市

812 県民のための能を知る会 公益財団法人鎌倉能舞台 2020/5/3-2021/3/10 鎌倉市、横浜市

813 ヨコハマトリエンナーレ2020 横浜トリエンナーレ組織委員会
2020/7/3-
2020/10/11

横浜市

814 マグカル開放区×ヨコスカ街なかミュージック 神奈川県 2019/6/30 横浜市

815 マグカル開放区in勝祭2019 神奈川県 2019/8/17-8/18 横浜市

816 マグカル開放区×横浜音祭り・TICAD７ 神奈川県 2019/8/25 横浜市

817 マグカル開放区　in 茅ヶ崎 神奈川県 2019/11/3 茅ヶ崎市

818 マグカル開放区 １st Anniversary！ 神奈川県 2020/1/12 横浜市

819 マグカル開放区 in　横須賀 神奈川県 2020/3/20 横須賀市

820 マグカル開放区×WSWC　in津久井浜 神奈川県 2020/4/17-4/19 横須賀市/三浦市

821 相模原市総合写真祭フォトシティさがみはら2020
相模原市総合写真祭フォトシティ
さがみはら実行委員会

2020/4/1-2021/3/31 相模原市

822 2020オーボエフェスティバル 日本オーボエ協会 2020/5/9-5/10 川崎市

823 CHAiroiPLIN　おどる童話「AZUKI」 神奈川県 2019/10/17-10/20 横浜市

824 マグカルナイトSpecial WEEK!! 神奈川県 2020/10/28-11/1 横浜市

825 逗子開成高校演劇部によるリーディング公演 神奈川県 2020/3/8 横浜市
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826
マグカル・パフォーミングアーツ・アカデミー本公演
（2019）

神奈川県 2019/8/15-18 横浜市

827
マグカル・パフォーミングアーツ・アカデミー成果発表会
（2019）

神奈川県 2020/4/4-4/5 横浜市

828 VORTEX 神奈川県、KAAT神奈川芸術劇場 2019/10/25-10/27 横浜市

829 ワーニャ伯父さん
神奈川県、KAAT神奈川芸術劇場、
一般社団法人壁なき演劇センター

2019/11/26 横浜市

830
奥山眞佐子ひとり芝居「別れ霜」
※マグカルシアター

神奈川県 2019/7/4-7/5 横浜市

831
waqu:iraz05「サラバサヨナラヨカナーン
※マグカルシアター

神奈川県 2019/7/12-7/14 横浜市

832
演劇企画集団Y3（ワイキューブ）「３じのおやつ」
※マグカルシアター

神奈川県 2019/7/17-7/19 横浜市

833
ひとりぼっちのみんな「キャンプ荼毘」
※マグカルシアター

神奈川県 2019/8/14-8/18 横浜市

834
青少年のための芝居塾2019公演
「ギンテツー宮沢賢治『銀河鉄道の夜』
※マグカルシアター

神奈川県 2019/8/23-8/28 横浜市

835
かりんとうばんぱく第４回博覧会
“酔醒”「While(1){うっちゃり（）}」
※マグカルシアター

神奈川県 2019/9/6-9/8 横浜市

836
TEAM IMITATION第三回公演「W」
※マグカルシアター

神奈川県 2019/9/20-9/23 横浜市

837
犬猫会Vol.3「MURAL―ミューラル―」
※マグカルシアター

神奈川県 2019/9/26-9/27 横浜市

838
Eine Feige(アイネ・ファイゲ)ダンス公演
「季節外れの呼吸をするとき」
※マグカルシアター

神奈川県 2019/10/10-10/13 横浜市

839

地上波＋『SHOKU-middle version-』
（演出・振付:黒田育世）／
『三道農楽カラク』（振付:柴田恵美）
※マグカルシアター

神奈川県 2019/11/1-11/2 横浜市

840
劇団やぶさか24thSTAGE「BREMENS－ブレーメンズー」
※マグカルシアター

神奈川県 2019/11/8-11/10 横浜市

841
虹の素「失恋博物館」
※マグカルシアター

神奈川県 2019/12/25-12/26 横浜市

842
Triglav 3rd work「ハツカネズミと人間」
※マグカルシアター

神奈川県 2020/1/10-1/12 横浜市

843
OKAMI the 15th 欣喜雀躍新春公演
「Cymbeline－シンベリンー」
※マグカルシアター

神奈川県 2020/1/18-1/19 横浜市

844
RoomKids「Magnetic Sea」
※マグカルシアター

神奈川県 2020/1/22-1/24 横浜市

845
The end of company ジエン社　番外公演
「わたしたちはできない、をする。」
※マグカルシアター

神奈川県 2020/2/15-2/16 横浜市

846 かながわマグカル演劇フェスティバル2020 神奈川県 2020/2/29-3/31 横浜市ほか

847 かながわ短編演劇アワード2020　短編演劇コンペティション 神奈川県 2020/3/20-3/22 横浜市

848 かながわ短編演劇アワード2020　戯曲コンペティション 神奈川県 2020/3/20 横浜市

849 かながわ短編演劇アワード2020　飛翔枠選抜大会 神奈川県 2020/1/12 横浜市

850 かながわミュージカルアワード2020 神奈川県 2020/3/15 横浜市
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851 かながわ人形劇フェスティバル 神奈川県 2020/2/22-2/23 横浜市

852
オフィスマウンテン
「観る人やる人みんなが主役フェスティバル」
※マグカルシアター

神奈川県、オフィスマウンテン 2020/3/6-3/7 横浜市

853 かながわ地芝居「地芝居2020」
かながわ伝統芸能祭実行委員会
（神奈川県を含む）

2020/3/8 横浜市

854 マグカルスタンダップコメディ 神奈川県
2020/3/4、3/11、
3/18、3/25

横浜市

855 かながわ演劇博覧会
神奈川県、神奈川県演劇連盟、か
ながわ演劇博覧会実行委員会

2020/3/13-3/15 横浜市

856 マグカルハイスクール演劇フェスタ「横浜地区」 神奈川県 2020/3/26-3/31 横浜市

857 マグカルハイスクール演劇フェスタ「川崎地区」 神奈川県 2020/3/22-3/24 川崎市

858 マグカルハイスクール演劇フェスタ「横須賀三浦地区」 神奈川県 2020/3/22-3/24 横須賀市

859 マグカルハイスクール演劇フェスタ「湘南地区」 神奈川県 2020/3/26-3/27 横浜市

860 マグカルハイスクール演劇フェスタ「北相地区」 神奈川県 2020/3/25-3/30 相模原市

861 浮世絵カフェ 神奈川県 2019/8/8-2020/3/31 横浜市

862 神奈川伝統・映像アートウォーク2019 神奈川県 2019/10/26-10/27 横浜市

863 日本大通り流鏑馬騎射式 神奈川県 2019/10/27 横浜市

864 浮世絵アートウイーク2019 神奈川県 2019/10/26-11/3 横浜市

865
東京2020NIPPONフェスティバルONE -Our New Episode-
Presented by Japan Airlines-in KANAGAWA 2019

公益財団法人東京オリンピック・
パラリンピック競技大会組織委員
会、神奈川県

2019/10/6 横浜市

866 第43回全日本おかあさんコーラス 神奈川県合唱連盟 2020/4/18 横浜市

867 第23回神奈川県団体対抗かるた大会 神奈川県かるた会 2020/3/29 横浜市

868 第27回神奈川県大衆音楽祭 神奈川県大衆音楽協会 2020/5/24 横浜市

869 神奈川県水墨画美術展 神奈川県水墨画美術協会 2020/11/3-11/8 横浜市

870 創作オペラ「舞姫」改訂版 海老名芸術プロジェクト 2020/11/29 海老名市

871 第129回春季民謡舞踊大会 神奈川県民謡協会本部 2020/5/24 横浜市

872 南足柄市郷土資料館　冬期特別展「雛の館」森のひなまつり 南足柄市 2020/2/15-3/31 南足柄市

873
若手アート事業
「吉澤葵(YOSHIZAWA AOI) 作品展＆ワークショップ」

鎌倉市 2020/3/21-3/22 鎌倉市

874 特別展「巨星・松本清張」 神奈川近代文学館 2019/3/16-5/12 横浜市

875 没後20年　江藤淳展 神奈川近代文学館 2019/5/18-7/15 横浜市
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876
『わたしのワンピース』50周年 西巻茅子展
―子どものように、子どもとともに

神奈川近代文学館 2019/7/20-9/23 横浜市

877 中島敦展―魅せられた旅人の短い生涯 神奈川近代文学館 2019/9/28-11/24 横浜市

878 没後50年　獅子文六展 神奈川近代文学館 2019/12/7-2020/3/8 横浜市

879 大岡昇平の世界展 神奈川近代文学館 2020/3/20-5/17 横浜市

880 或る『小倉日記』伝(朗読：長塚京三) 神奈川近代文学館 2019/4/6 横浜市

881 松本清張史観と昭和史（講演：保阪正康） 神奈川近代文学館 2019/4/13 横浜市

882 松本清張を推理する（講演：阿刀田高） 神奈川近代文学館 2019/4/28 横浜市

883 戦後批評の正嫡　江藤淳（講演：上野千鶴子） 神奈川近代文学館 2019/6/1 横浜市

884 江藤淳になりたかった（講演：高橋源一郎）ほか 神奈川近代文学館 2019/6/8 横浜市

885 50年以上絵本を描いてきて（講演：西巻茅子） 神奈川近代文学館 2019/9/1 横浜市

886 西巻茅子先生とこぐま社の絵本作り（講演：関谷裕子） 神奈川近代文学館 2019/9/15 横浜市

887
映画『バケモノの子』と中島敦作品
（対談：細田守、池澤夏樹）

神奈川近代文学館 2019/10/5 横浜市

888
野村萬斎、『敦』を語る。（朗読とトーク：野村萬斎、
演奏：藤原道山、聞き手：池澤夏樹）

神奈川近代文学館 2019/10/9 横浜市

889 世界文学としての中島敦（講演：池澤夏樹） 神奈川近代文学館 2019/10/5 横浜市

890 中島敦 あの名場面（対談：阿部公彦、中島京子） 神奈川近代文学館 2019/10/20 横浜市

891 中島敦と同時代の文学（講演：山下真史） 神奈川近代文学館 2019/11/17 横浜市

892
トークとライブ「発見・昭和の大衆モダン文学―獅子文六と
いう作家を知っていますか？」（出演：曽我部恵一、牧村健
一郎）

神奈川近代文学館 2020/2/29 横浜市

893 秋色桜、芥川龍之介原作「お富の貞操」（講談：神田蘭） 神奈川近代文学館 2020/3/28 横浜市

894 アートホール野外コンサート かながわアートホール 2018/4/8 横浜市

895 アートホール野外コンサート かながわアートホール 2018/6/10 横浜市

896
DVD鑑賞会「ガス燈」
（1944年アメリカ）

かながわアートホール 2018/6/16 横浜市

897
DVD鑑賞会「劇場版　猫侍」
（2013年日本）

かながわアートホール 2018/7/7 横浜市

898 かなフィルランド～ミュージックプレイパーク～ かながわアートホール 2018/8/5 横浜市

899 第38回カジュアルコンサートVol.1 かながわアートホール 2018/8/5 横浜市

900
DVD鑑賞会「マメシバ一郎　フーテンの芝二郎」
（2013年日本）

かながわアートホール 2018/8/19 横浜市
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901
DVD鑑賞会「RASHOMON」
（2001年日本）

かながわアートホール 2018/9/29 横浜市

902
DVD鑑賞会「或る夜の出来事」
（1934年アメリカ）

かながわアートホール 2018/10/27 横浜市

903 アートホール野外コンサート かながわアートホール 2018/11/18 横浜市

904
DVD鑑賞会「ドン・キホーテ」（劇場中継）
（2009年日本）

かながわアートホール 2018/11/24 横浜市

905 神奈川フィル・ジュニアオーケストラ2018 かながわアートホール
2018/11/25-
2019/1/6

横浜市

906
DVD鑑賞会「くるみ割り人形」
（2010年イギリス・ハンガリー）

かながわアートホール 2018/12/21 横浜市

907 第38回カジュアルコンサートVol.2 かながわアートホール 2019/1/6 横浜市

908
DVD鑑賞会「大師匠　第壱巻」
（2006年日本）

かながわアートホール 2019/1/20 横浜市

909 東京佼成ウインドオーケストラ公開リハーサル かながわアートホール 2019/2/13 横浜市

910
DVD鑑賞会「我等の生涯の最良の年」
（1946年アメリカ）

かながわアートホール 2019/2/16 横浜市

911 キッズコンサート　吹奏楽まつり かながわアートホール 2019/2/23 横浜市

912
DVD鑑賞会スペシャル「TOKYO1964 Vol.1」
（2018年日本）

かながわアートホール 2019/3/2 横浜市

913
DVD鑑賞会スペシャル「TOKYO1964 Vol.2」
（2018年日本）

かながわアートホール 2019/3/10 横浜市

914
DVD鑑賞会「オズの魔法使い」
（1939年アメリカ）

かながわアートホール 2019/3/17 横浜市

915
DVD鑑賞会「禁じられた遊び」
（1952年フランス）

かながわアートホール 2019/4/13 横浜市

916
DVD鑑賞会「駅馬車」
（1939年アメリカ）

かながわアートホール 2019/5/12 横浜市

917 アートホール野外コンサート かながわアートホール 2019/5/19 横浜市

918 野外コンサート　保土ケ谷ロックミーティング かながわアートホール 2019/6/8 横浜市

919
DVD鑑賞会「雨に唄えば」
（1952年アメリカ）

かながわアートホール 2019/6/22 横浜市

920
DVD鑑賞会「マルタの鷹」
（1941年アメリカ）

かながわアートホール 2019/7/28 横浜市

921
かなフィルランド
～ミュージックプレイパーク＆ファミリー縁日～

かながわアートホール 2019/8/12 横浜市

922 第39回カジュアルコンサートVol.1 かながわアートホール 2019/8/12 横浜市

923
DVD鑑賞会「哀愁」
（1940年アメリカ）

かながわアートホール 2019/8/18 横浜市

924
DVD鑑賞会「チップス先生さようなら」
（1939年イギリス）

かながわアートホール 2019/9/29 横浜市

925
DVD鑑賞会「わが谷は緑なりき」
（1941年アメリカ）

かながわアートホール 2019/10/13 横浜市
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926
DVD鑑賞会「第三の男」
（1949年イギリス）

かながわアートホール 2019/11/9 横浜市

927 神奈川フィル・ジュニアオーケストラ2019 かながわアートホール
2019/11/10-
2020/1/4

横浜市

928 アートホール野外コンサート かながわアートホール 2019/11/17 横浜市

929
DVD鑑賞会「グレン・ミラー物語」
（1954年アメリカ）

かながわアートホール 2019/12/25 横浜市

930 第39回カジュアルコンサートVol.2 かながわアートホール 2020/1/5 横浜市

931
DVD鑑賞会「地上より永遠に（From Here To Eternity）」
（1953年アメリカ）

かながわアートホール 2020/1/26 横浜市

932
DVD鑑賞会「シェーン」
（1953年アメリカ）

かながわアートホール 2020/2/15 横浜市

933 吹奏楽フェスタ かながわアートホール 2020/2/22 横浜市

934
DVD鑑賞会「バルカン超特急」
（1938年イギリス）

かながわアートホール 2020/3/15 横浜市

935 神奈川フィル公開リハーサル かながわアートホール 2018/4/4-2020/3/5 横浜市

936
第16回南関東ジュニアピアノコンクール
第16回南関東ジュニアピアノオーディション

日本ピアノ研究会
2020/7/31-
2021/1/24

横浜市、川崎市

937
神奈川フィルハーモニー管弦楽団 定期演奏会
みなとみらいシリーズ第358回

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2020/4/11 横浜市

938
神奈川フィルハーモニー管弦楽団 定期演奏会
みなとみらいシリーズ第359回

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2020/5/16 横浜市

939
神奈川フィルハーモニー管弦楽団 定期演奏会
県民名曲シリーズ第8回

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2020/4/25 横浜市

940
創立50周年記念 巡回主催公演
神奈川フィル・フューチャー・コンサート 海老名公演

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2020/5/9 海老名市

941 第56回神奈川県美術展（中止） 神奈川県 2020/8/26-10/3 横浜市

942 第55回鎌倉美術展 鎌倉美術家協会 2020/6/26-7/2 鎌倉市

943 第５回公募かながわ水彩ビエンナーレ展 蒼昊美術會 2020/5/6-5/17 横浜市

944 第38回松苑書展・公募松苑学生書展 松苑書道研究会 2020/5/21-5/24 茅ヶ崎市

945 神奈川県下で伝承される伝統人形芝居第10回乙女文楽　公演 公益財団法人現代人形劇センター 2020/5/3-5/4 川崎市

946 建築家 浦辺鎮太郎の仕事・横浜展　都市デザインへの挑戦 浦辺鎮太郎建築展実行委員会 2020/11/14-12/13 横浜市

947 第35回記念21世紀国際書展 産経新聞横浜総局 2020/7/15-7/19 横浜市

948 第37回墨神会水墨画全国公募展 一般社団法人墨神会 2020/6/15-6/21 横浜市

949
横浜開港祭　チャリティー吹奏楽コンサート
ザ　ブラスクルーズ2020

横浜開港祭ザブラスクルーズ実行
委員会

2020/6/6-6/7 横浜市

950 第51回神奈川二紀展 一般社団法人二紀会神奈川支部 2020/6/15-6/21 横浜市
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951
令和２年度公益財団法人日本民謡協会民謡民舞神奈川県
第一連合大会

公益財団法人日本民謡協会
神奈川県第一連合委員会

2020/7/24 川崎市

952 第35回箱根馬子唄日本一全国大会（中止） 箱根馬子唄保存会 2020/7/5 箱根町

953 第76回ハマ展 横浜美術協会 2020/11/4-11/15 横浜市

954
令和２年度かながわ伝統芸能ワークショップ
「日本舞踊に学ぶ`和`の作法」（中止）

神奈川県、公益財団法人日本舞踊
協会神奈川県支部、横須賀市、よ
こすか文化パートナーズ、伊勢原
市、藤沢市

2020/7/24-8/16
横須賀市、伊勢
原市、藤沢市、
横浜市

955 第18回　全国プレバレエコンクールinさがみはら
合同プレバレエグループさがみは
ら

2020/8/21-8/23 相模原市

956 横浜クラリネット合奏団　第68回定期演奏会 横浜クラリネット合奏団 2020/5/22 横浜市

957 漢詩講演会「大正天皇と三島中洲の詩」 神奈川県漢詩連盟 2020/5/27 横浜市

958 スクランブル・ダンスプロジェクト おだわら文化事業実行委員会 2020/4/5-7/12 小田原市

959 第12回開成町瀬戸屋敷風鈴まつり
開成町文化団体連絡協議会、
あしがり郷瀬戸屋敷指定管理者
㈱オリエンタルコンサルタンツ

2020/6/16-6/21 開成町

960 あつぎごちゃまぜフェス2020
あつぎごちゃまぜフェス実行委員
会、厚木市

2020/8/22 厚木市

961
舞台芸術講座
①オルガン講座

神奈川芸術文化財団 2020/4/17 横浜市

962
劇団四季ミュージカル「マンマ・ミーア！」
（全127回公演予定）

神奈川芸術文化財団 2020/3/28-8/10 横浜市

963 白井晃演出「アーリントン」 神奈川芸術文化財団 2020/4/11-5/3 横浜市

964 Mama!milk「メトロポリス」伴奏付き上映会 神奈川芸術文化財団 2020/4/18-4/19 横浜市

965 リーディング「ポルノグラフィー」 神奈川芸術文化財団
2020/4/25-4/26、
4/29

横浜市

966
コンスタンチン・リフシッツ
ピアノ・リサイタル

神奈川芸術文化財団 2020/4/26 横浜市

967
パイプオルガン・プロジェクト
オルガン・プロムナードコンサート

神奈川芸術文化財団 2020/4/24 横浜市

968 第22回日本演奏家コンクール 一般財団法人日本演奏家協会 2020/7/20-12/24 横浜市

969 太鼓祭inさがみはら　第３回関東大会 一般社団法人日本太鼓協会 2020/7/12 相模原市

970 第22回ショパン国際ピアノコンクールin ASIA
ショパン国際ピアノコンクール
in ASIA組織委員会

2020/10/17-
2021/1/16

横浜市

971
第23回日本太鼓ジュニアコンクール神奈川県支部予選会（中
止）

公益財団法人日本太鼓財団
神奈川県支部

2020/10/24 横浜市

972 2020（第65回）全神奈川写真サロン公募展 全日本写真連盟神奈川県本部 2020/10/19-10/25 横浜市

973 映画感想文コンクール2020
全国映画感想文コンクール
実施委員会

2020/7/1-2021/3/31 東京都

974 第44回國藝書道院公募展 國藝書道院 2020/5/8-5/12 鎌倉市

975 第36回全国硬筆コンクール
一般社団法人
全国書写書道教育振興会

2020/6/1-11/8 東京都
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976 第43回神奈川県合唱フェスティバル（中止） 神奈川県合唱連盟 2021/2/11 横浜市

977 令和２年度神奈川県演劇フェスティバル 神奈川県演劇連盟 2020/10/2-12/26
横浜市、横須賀
市、小田原市

978 第14回小田原映画祭シネマトピア2020（中止）
特定非営利活動法人
おだわらシネマトピア

2020/10/31-11/１ 小田原市

979
一般社団法人ミュージック・マスターズ・コース・ジャパン
ヨコハマ2020（中止）

一般社団法人ミュージック・
マスターズ・コース・ジャパン

2020/7/3-7/5 横浜市

980 ハマのJACK　2020夏
特定非営利活動法人
ハマのＪＡＣＫ

2020/8/7-8/9 横浜市

981
YOKOHAMAゴスペルフェスティバルVOL.１３　横濱ゴスペル祭
２０２０

YOKOHAMAゴスペルフェスティバル
実行委員会

2020/8/10 横浜市

982 神奈川の伝統人形芝居「乙女文楽」こども伝承教室
公益財団法人
現代人形劇センター

2020/7/25-10/17 川崎市

983 遊行かぶき公演「小栗判官と照手姫」（中止） 遊行舎 2020/9/4-9/6 藤沢市

984
第30回神奈川オペラフェスティバル　‘20≪第２夜≫オペラ
「ポラーノの広場」（中止）

特定非営利活動法人
横浜シティオペラ

2020/11/28 横浜市

985 大磯城山芸術祭（中止） アートプロジェクト大磯 2020/10/3-10/18 大磯町

986
第10回スプリングJazzコンサート
～創立10周年記念公演～

開成ジュニアアンサンブル 2021/3/20 開成町

987
神奈川県青少年交響楽団定期演奏会
（第206回、第207回）（中止）

公益財団法人
神奈川県青少年交響楽団

2020/7/19、12/20 横浜市

988 若葉町ウォーフ　即興ダンスⅢ 一般社団法人横浜若葉町計画 2020/10/６-10/12 横浜市

989 TACChi ０才からの演劇あそび（中止） くロひげ 2020/9/11-12/6 横浜市

990 THE LAST WAVE 富山のはるか 2020/11/15-11/30 横浜市

991 藤沢ジュニアオーケストラ第38回定期演奏会（中止） 藤沢ジュニアオーケストラ 2020/8/16 藤沢市

992 G.ヴェルディ　歌劇「ドン・カルロ」（5幕版)（中止） やまと国際オペラ協会 2021/3/13 大和市

993 第33回ヨコハマ・ワーグナー祭 横浜音楽文化協会 2021/1/10 横浜市

994 鎌倉こどもミュージカル第13回公演『ロンの花園』（中止） 鎌倉こどもミュージカル 2020/7/17-7/18 鎌倉市

995 花遊戯Part９　SUNRISE（中止） 草月会神奈川県支部 2020/11/11-11/17 横浜市

996
第十二回よこはま能の会
～横浜と「梅若万三郎家の能Ⅱ」～（中止）

『よこはま能の会』実行委員会 2020/7/19 横浜市

997 第24回公演　劇団ぽかぽか「白雪姫」（仮題）（中止） 劇団ぽかぽか 2020/7/11-7/12 横浜市

998 第２回チャリティ相撲甚句神奈川大会（中止） 一般社団法人横浜相撲甚句会 2021/1/30 横浜市

999
横須賀市民ミュージカル2020
「ナミとチャル～黒船がやってきた～」（中止）

横須賀市民ミュージカルを作る会
（SUKAミュー）

2020/8/22-8/23 横須賀市

1000 みんなで創る「シェークスピア」マクベス（予定）（中止） PTBフリークスシアター 2020/11/13-11/15 相模原市
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1001 第20回幼少青年吟剣詩舞発表大会（中止）
公益財団法人
日本吟剣詩舞振興会公認
神奈川県吟剣詩舞道総連盟

2020/8/8 川崎市

1002 2021青葉こども音楽まつり（中止） 横浜緑吹奏楽団 2021/2/27-2/28 横浜市

1003 第13回神奈川県名流舞踊の会（中止） 神奈川県名流舞踊の会 2020/9/19 大和市

1004 ミュージックツリーコンサートVol.5（中止） ミュージックツリー 2020/7/3-7/5 横浜市

1005 「貝の火」プロジェクト アルコ・ムジカ 2021/2/21、3/7 未定

1006 第60回記念神奈川旺玄展（中止） 一般社団法人旺玄会 2020/11/16-11/22 横浜市

1007 第47回神奈川独立書展（中止） 神奈川県独立書人団 2020/8/18－8/24 横浜市

1008
Child ＆ Family Art event 10th
2020あしがらアートの森

NPO法人あしがらアートの森
2020/11/8、11/14-
11/15

南足柄市

1009 第60回神奈川県女流美術家協会展（中止） 神奈川県女流美術家協会 2020/12/2－12/7 横浜市

1010 かわさきアーツ♪フェス かわさき邦楽文化振興会 2020/10/4 川崎市

1011
和太鼓祭音25周年記念公演
「祭りさんさん(燦々)　音のふるさと」

和太鼓祭音 2020/11/28-11/29 川崎市

1012 第１回カリアティード展 一般社団法人カリアティード 2020/9/1-9/7 横浜市

1013 第11回横浜太鼓祭　～浜の和太鼓コンテスト～ 特定非営利活動法人打鼓音 2021/1/16-1/17 横浜市

1014 第43回神奈川創元展（中止） 創元会神奈川支部 2021/2/2-2/7 横浜市

1015 第36回新構造神奈川展（中止） 一般社団法人新構造神奈川支部 2020/10/6-11 川崎市

1016
神奈川フィルハーモニー管弦楽団 定期演奏会
みなとみらいシリーズ第362回

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2020/8/22 横浜市

1017
神奈川フィルハーモニー管弦楽団 定期演奏会
みなとみらいシリーズ第363回

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2020/9/5 横浜市

1018
神奈川フィルハーモニー管弦楽団 定期演奏会
 みなとみらいシリーズ第364回

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2020/10/31 横浜市

1019
神奈川フィルハーモニー管弦楽団 定期演奏会
みなとみらいシリーズ第365回

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2021/2/6 相模原市

1020
神奈川フィルハーモニー管弦楽団 定期演奏会
みなとみらいシリーズ第366回

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2021/3/6 鎌倉市

1021
神奈川フィルハーモニー管弦楽団 定期演奏会
県民名曲シリーズ第9回

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2020/12/20 横浜市

1022
神奈川フィルハーモニー管弦楽団 定期演奏会
県民名曲シリーズ第10回

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2021/3/20 横浜市

1023
神奈川フィルハーモニー管弦楽団 定期演奏会
音楽堂シリーズ第17回

神奈川フィルハーモニー管弦楽団
【延期公演】
2021/2/13

横浜市

1024
神奈川フィルハーモニー管弦楽団 定期演奏会
音楽堂シリーズ第18回

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2021/1/23 横浜市

1025
神奈川フィルハーモニー管弦楽団 定期演奏会
音楽堂シリーズ第19回

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2021/2/20 横浜市
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1026 神奈川フィル特別演奏会 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2020/11/21 横浜市

1027
神奈川フィル50th×ベートーヴェン生誕250th
特別演奏会交響曲第9番「合唱付き」

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2020/12/24 横浜市

1028
神奈川フィル50th×ベートーヴェン生誕250th
特別演奏会交響曲第9番「合唱付き」

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2020/12/26 川崎市

1029
神奈川フィル50th×ベートーヴェン生誕250th
特別演奏会交響曲第9番「合唱付き」

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2020/12/27 藤沢市

1030
創立50周年記念 巡回主催公演 神奈川フィル・
フューチャー・コンサート 茅ヶ崎公演

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2020/8/30 茅ヶ崎市

1031
創立50周年記念 巡回主催公演 神奈川フィル・
フューチャー・コンサート 秦野公演

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2020/9/12 秦野市

1032
創立50周年記念 巡回主催公演 神奈川フィル・
フューチャー・コンサート 小田原公演

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2021/1/30 小田原市

1033
創立50周年記念 巡回主催公演 神奈川フィル・
フューチャー・コンサート 大和公演

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2021/3/27 大和市

1034 ヨコハマ・ポップス・オーケストラ2020 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2020/9/23 横浜市

1035 第15回フレッシュ・コンサート
神奈川県、神奈川フィルハーモ
ニー管弦楽団

2021/2/27 横浜市

1036
神奈川県子ども読書活動推進フォーラム
あなたの生まれたのは、すごいこと

神奈川県（県立図書館） 2020/12/12 横浜市

1037 黄金町バザール2020―アーティストとコミュニティ
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

第1部：9/11-10/11
第2部：11/6-11/29

横浜市

1038 第33回神奈川書家三十人展 神奈川新聞社 2020/11/25-11/29 横浜市

1039 第58回全国公募日書家展 日本書道家連盟 2020/9/9-9/14 横浜市

1040 第69回神奈川文化賞・スポーツ賞贈呈式 神奈川県・神奈川新聞社 2020/11/3 横浜市

1041 日本国際バレエフェスティバル 日本バレエ協会 2020/8/10-8/20 川崎市

1042 第８回ふるさとお国自慢フォトコンテスト
全日本写真材料商組合連合会
関東甲信越静地区連盟

2020/12/25-
2021/1/7

東京都

1043
令和２年度 かながわの遺跡展
「相模川遺跡紀行―３万年のものがたり―」

神奈川県（文化遺産課）
①2020/12/24-
2021/1/24
②2021/2/6-3/7

①厚木市
②横浜市

1044 第91回川崎美術協会展 川崎美術協会 2020/10/20-10/25 川崎市

1045
特別ガラコンサート～一隅を照らす～
魅惑の横浜シティオペラ

特定非営利活動法人
横浜シティオペラ

2020/9/27 横浜市

1046
南足柄市郷土資料館　夏期特別展
「音を楽しむ♪機械たち」

南足柄市 2020/8/1-9/6 南足柄市

1047 STREAMING　LIVE「加山雄三の新世界」
STREAMING　LIVE「加山雄三の新世
界」実行委員会

2020/7/5 逗子市

1048 大山エンリコ・イサム展 神奈川芸術文化財団
2020/12/14-
2021/1/23

横浜市

1049
グランドオペラ共同制作
オペラ「トゥーランドット」

神奈川芸術文化財団 2020/10/17-10/18 横浜市

1050 東京バレエ団「Ｍ」 神奈川芸術文化財団 2020/11/21 横浜市
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1051 ファンタスティック・ガラコンサート2020 神奈川芸術文化財団 2020/12/29 横浜市

1052
一柳慧芸術総監督就任20周年記念プロジェクト
東京フィルハーモニー交響楽団演奏会

神奈川芸術文化財団 2021/2/13 横浜市

1053 オルガン・プロムナード・コンサート⑤ 神奈川芸術文化財団 2020/9/25 横浜市

1054 オルガン・プロムナード・コンサート⑥ 神奈川芸術文化財団 2020/10/30 横浜市

1055 オルガン・プロムナード・コンサート⑧ 神奈川芸術文化財団 2021/1/22 横浜市

1056 オルガン・プロムナード・コンサート⑨ 神奈川芸術文化財団 2021/2/26 横浜市

1057 オルガン・プロムナード・コンサート⑩ 神奈川芸術文化財団 2021/3/26 横浜市

1058 舞台芸術講座②オペラ講座 神奈川芸術文化財団 2020/9/26 横浜市

1059
パイプオルガン・プロジェクト
オルガン・リサイタルシリーズ（中止）

神奈川芸術文化財団 2020/11/19 横浜市

1060
パイプオルガン・プロジェクト
クリスマスコンサート

神奈川芸術文化財団 2020/12/19 横浜市

1061
地域文化振興調査研究プロジェクト
神奈川県立文化施設（県民ホール、KAAT）
活性化計画プログラム

神奈川芸術文化財団 2020/4/1-2021/3/31 横浜市

1062 KAAT×地点 松原俊太郎　新作「君の庭」 神奈川芸術文化財団 2020/9/30-10/11 横浜市

1063 谷 賢一演出「人類史」 神奈川芸術文化財団 2020/10/23-11/3 横浜市

1064
森山開次振付・演出
「星の王子さま-サン・デグジュペリからの手紙」

神奈川芸術文化財団 2020/11/1-11/30 横浜市

1065 小野寺修二「Knife」 神奈川芸術文化財団 2020/10/1-10/29 横浜市

1066
国際舞台芸術ミーティング　in　横浜
（TPAM in Yokohama）

神奈川芸術文化財団 2020/10-10/18 横浜市

1067
一柳慧芸術総監督就任20周年記念プロジェクト
室内楽コンサート

神奈川芸術文化財団 2021/3/20 横浜市

1068 ギル・シャハム　ヴァイオリン・リサイタル（中止） 神奈川芸術文化財団 2020/10/19 横浜市

1069
クロノス・カルテット
テリー・ライリー「サン・リングス」日本初演

神奈川芸術文化財団 2020/10/3 横浜市

1070
スティーヴン・イッサーリス
室内楽プロジェクト

神奈川芸術文化財団 2021/1/30-1/31 横浜市

1071
音楽堂アフタヌーン・コンサート　山田和樹指揮
東京混声合唱団「合唱で楽しむオペラ！」

神奈川芸術文化財団 2021/2/12 横浜市

1072
バッハ・コレギウム・ジャパン「ヘンデル：リナルド」（セ
ミステージ・イタリア語上演）

神奈川芸術文化財団 2020/10/31 横浜市

1073
第55回音楽堂クリスマス音楽会
「ヘンデル：メサイア全曲演奏会」

神奈川芸術文化財団 2020/12/13 横浜市

1074
一柳慧芸術総監督就任20周年記念プロジェクト「モモ」（中
止）

神奈川芸術文化財団
2021/3/9、11、13、
14

横浜市

1075 イーハトーボの音楽劇「銀河鉄道の夜」 神奈川芸術文化財団 2020/9/15-10/10 横浜市
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1076 第63回二科神奈川支部展（中止） 二科神奈川支部 2021/6/2-6/7 横浜市

1077 第53回公募竹青社書展 竹青社 2020/11/10－11/15 横浜市

1078 第27回「写真・絵画展」
一般社団法人神奈川県自動車整備
振興会

2021/1/10-1/12 横浜市

1079 漢詩講演会「阿倍仲麻呂と唐詩人」 神奈川県漢詩連盟 2020/11/18 横浜市

1080 第19回湘南ひらつか市民演劇フェスティバル
湘南ひらつか市民演劇フェスティ
バル実行委員会

2020/9/27 平塚市

1081 創立50周年記念　第43回日月書道展（公募） 日月書道会 2021/2/24-3/1 横浜市

1082 令和２年度（第49回）文化財保護ポスター事業 神奈川県（文化遺産課） 2020/11/30-12/20
①横浜市②箱根
町③葉山町

1083 第12回　神奈川県障害者文化・芸術祭 神奈川県（障害福祉課） 2020/12/19-12/20 海老名市

1084
東京大学音楽部管弦楽団百周年記念シリーズ
　スプリングコンサート2021神奈川公演

東京大学音楽部管弦楽団 2021/2/23 川崎市

1085 公開動画収録 HS classic 2020/11/28 逗子市

1086
ICTを活用した大人も子どもも楽しめるクリスマス配信
コンサート

個人 2020/12/6 横浜市

1087 視覚芸術配信プロジェクト 個人 2021/2/18 横浜市

1088 YOKOHAMA MEME展示発表会 合同会社　千十一編集室 2021/1/10 横浜市

1089
フィールドレコーディングを使った高画質&高音質によるライ
ブ配信

個人 2020/12/15 川崎市

1090 9割トークのトークライブ 株式会社　ライズサーチ 2020/10/30 横浜市

1091 令和二年11月公演「くたばっちまえ！」 横浜　劇団麦の会 2020/11/7-11/8 横浜市

1092 紙切り芸動画配信プロジェクト 個人 2020/12/28 横浜市

1093 立川志の八オンライン落語LIVE「RAKUGO fu×8 ONLINE」 個人 2020/11/11-11/14 横浜市

1094 DANCEPJREVO2021新作公演REVO10thANNIVERSARY DANCE PJ REVO 2021/2/20-2/21 横浜市

1095 歌曲の世界　Vol.8 個人 2020/11/21 川崎市

1096 YOKOHAMA GOSPEL＆SOUL LIVE+CINEMA
YOKOHAMAゴスペルフェスティバル
実行委員会

2020/9/23、9/28 横浜市

1097 新型コロナウイルス蔓延中における無観客配信ライブ 個人

2020/10/1、10/6、
10/11、10/19、
10/26、11/5、
11/12、11/16、
11/23、12/17、12/21

横浜市

1098 クラリネットの動物音楽会 個人 2021/2/14 横浜市

1099 大学生高校生による歌とダンス寸劇による地域貢献ライブ NPO法人　SoELa
2020/10/31、
2021/2/6

横浜市

1100 コロナ禍からの復興スペシャルタンゴコンサート 株式会社　アラド
2020/9/19、9/25-
9/26、12/6

横浜市
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1101 人形劇団ひとみ座「ごきげんなすてご」 有限会社　ひとみ座
2020/12/8-12/10、
12/12-12/13

横浜市
川崎市

1102
YMSAリサイタルシリーズ2020/2021及びよこすか
ニューイヤーコンサート2021（仮）

一般社団法人　よこすかの音楽家
を支援する会

1)2020/11/23、
12/19、2021/1/23、
2/20
2)2021/1/9-1/10

横須賀市

1103 全日本児童音楽協会創立60周年記念コンサートinかながわ 全日本児童音楽協会 2020/12/5-12/6 鎌倉市

1104 鎌倉はなし会 個人
2020/9/30、11/6、
12/4、2021/1/12、
2/7

鎌倉市
逗子市

1105 記念艦三笠　正月イベント 公益財団法人　三笠保存会 2021/1/1～1/4、1/10 横須賀市

1106 第36回大倉山秋の芸術祭 大倉山秋の芸術祭実行委員会 2020/10/28～11/1 横浜市

1107 Aloha Kakouフラコンサート 個人 2020/11/3 横浜市

1108 横濱 JAZZ PROMENADE 2020 横濱 JAZZ PROMENADE 実行委員会 2020/10/10-10/11 横浜市

1109
チリアクターズ第１８回公演「新作（タイトル未定）」（中
止）

チリアクターズ 2021/2/16-2/21 横浜市

1110 それぞれの自宅からのセッションライブ配信事業 個人 2020/11/1 横浜市

1111 “ステキ”神奈川　　「曾我十郎を愛し抜いた虎女」 株式会社　Rei23 2020/11/7 横浜市

1112 鈴木茂 with ハックルバック 有限会社　ナイトミュージック 2020/9/21 横浜市

1113
参加型オンライン作曲・録音　&　ライブ映像配信　&
音源配信

個人 2020/11/7 川崎市

1114 One Heart Project！ 個人
2020/9/20-2021/2/28
までの毎日曜日

三浦市

1115 葉山ファミリーマルシェプロジェクト 個人 2020/12/12 葉山町

1116 第65回横須賀美術協会（ＹＢ）会員会友展（中止） 横須賀美術協会 2021/1/31-2/6 横須賀市

1117 組踊と琉球舞踊（中止） 川崎沖縄芸能研究会 2021/2/28 川崎市

1118 ひまわりの郷コンサート･シリーズ 個人 2020/10/18、11/23 横浜市

1119 コントラバスソロによるジャズスタンダードの動画配信 個人 2020/12/1-2021/1/31 横浜市

1120
海老名市文化会館　　～昭和の名曲コンサート～
東京大衆歌謡楽団

横浜メディアアド・相鉄・神奈川
共立共同事業体

2021/2/25 海老名市

1121 第1回藤沢 Winter Hawaiian Concert（中止） 株式会社　Epic Entertainment 2021/1/17 藤沢市

1122
第13回　こんな時代だから　友野龍士わくわく和太鼓
コンサート２０２０

友野龍士わくわく和太鼓コンサー
ト実行委員会

2020/11/8 横浜市

1123 海老名市民吹奏楽団　第32回定期演奏会 海老名市民吹奏楽団 2020/11/21-11/22 海老名市

1124 松井祐貴 配信ソロライブ プロジェクト 個人 2020/10/1-2021/2/28 横浜市

1125
「私季らいぶ @ GOTSU.NET Studio」ライブ配信
プロジェクト

個人 2020/12/26 大和市
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1126
nitehi works 10th anniversary
「ゆたかなイばしょのさがしかた」

似て非works　株式会社 2020/12/1-12/6 横浜市

1127 artpocket series in YOKOHAMA No.4 《Melody III》 個人 2020/10/16 横浜市

1128 谷保玲奈個展ー新時代絵画鑑賞方法の模索ー 個人 2020/11/27-11/30 横浜市

1129 神奈川の古民謡を次の世代へ繋ぐ 個人 2021/2/28 横浜市

1130
アンサンブル山手バロッコ演奏会
「テレマン　食卓の音楽　第3集」（中止）

アンサンブル山手バロッコ 2021/2/13 横浜市

1131 卒業できなかった制作展 Ozone　合同会社 2020/9/17-2021/2/19 横浜市

1132 新型コロナウィルス感染拡大防止JAZZライブ 個人
2020/10/31、11/28、
12/19、2021/1/30、
2/27

鎌倉市

1133 感染リスクをゼロにした、完全遠隔での同時演奏配信ライブ 個人 2020/12/27 川崎市

1134 白川優希ピアノコンサート 個人 2021/2/14 横浜市

1135 宮川香山 眞葛ミュージアム　ヴァーチャルミュージアム 株式会社　三陽物産 2020/11/9 横浜市

1136
美しい地球は、私達の心のハーモニーから～雨谷麻世環境
チャリティコンサートVOL.70

個人 2020/11/2 川崎市

1137
読売日本交響楽団　第122回みなとみらいホリデー名曲
シリーズ

公益財団法人　読売日本交響楽団 2020/10/10 横浜市

1138 自宅での朗読・楽曲映像製作配信プロジェクト 個人 2020/12/10 川崎市

1139 VRライブ配信プロジェクト 個人 2020/10/1-2021/1/31 横浜市

1140 ジャムるクラブ「ジャムる会」 個人 2020/10/1-2021/2/28 横浜市

1141 ワンコイン・コンサート２０２０
公益財団法人　藤沢市みらい創造
財団

2020/10/14、12/17、
2021/1/15、2/26

藤沢市

1142 PROJECT IX
特定非営利活動法人　芸術文化
ワークス

2021/2/17-2/21 横浜市

1143 日本舞踊！動画で楽しむ５分講座プロジェクト
公益社団法人　日本舞踊協会神奈
川県支部

2020/9/16-11/20 横浜市

1144 ライブハウスBAYSIS配信ライブ 株式会社　トライシス 2020/9/16-2021/2/28 横浜市

1145 2020　冬のコンサート 大和市音楽家協会
2020/12/2、12/11-
12/12

大和市

1146 うたがいっぱいおんがくえほんコンサート 株式会社　カリヨン・カンパニー 2021/1/23 川崎市

1147
港北区民ミュージカルVOL.18
「BOWWOW　２nd  RUN RUN RUN」

港北区民ミュージカル実行委員会 2020/10/29-11/1 横浜市

1148 森の中コンサートプロジェクト 個人
2020/11/21、12/19、
2021/1/16、2/20

川崎市

1149 ミュージカル事業 MerryCreation　合同会社
2020/11/7-11/8、
11/14

横浜市

1150 「サーカス」ライブ配信プロジェクト＠カナフ 個人 2020/10/18 平塚市
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1151 コロナ禍に適合したクラシック音楽演奏会開催 特定非営利活動法人　ハマのJACK 2020/12/1、12/25 横浜市

1152 自然感じるオンラインギャラリープロジェクト 個人 2020/10/1-2021/2/20 横浜市

1153 ウィーンホールコンサートシリーズ 個人
2020/10/18、12/10、
2021/2/14

大和市

1154 増田俊郎 LiveYOKOHAMA 66 有限会社　ストーブス 2020/9/26 横浜市

1155
着ぐるみ懐メロ音楽隊【日ノ出サンデーズ】
無観客ライブ収録

個人
2020/９/20(以降、毎
月１回実施)

横浜市

1156 おうちで楽しもう音楽と神奈川の魅力 個人
2020/11/21、12/19、
2021/2/14、2/28

横浜市

1157 「第九」特別演奏会2020
公益財団法人　新日本フィルハー
モニー交響楽団

2020/12/17 横浜市

1158 舞踏の普及と継承のためのオンラインレクチャー配信 個人
2020/11/7、11/21、
12/12、12/26

横浜市

1159 日本語で歌うリモート「第九」2020
サントリーパブリシティサービス
株式会社

2020/12/20 鎌倉市

1160
新型コロナウイルス感染拡大予防策に則ったグランモール公
園円形広場大道芸の実施

有限会社　ヨコハマ大道芸 2020/9/19-2021/2/28 横浜市

1161 劇団青年座研究所実習科４５期生卒業公演 有限会社　劇団青年座 2021/2/12-2/14 川崎市

1162 XRを用いての演奏を鑑賞するプロジェクト 個人 2020/12/10-12/12 横浜市

1163
ドキュメンタリー「大地の詩チャリティーコンサート2020
西本梨江ピアノコンサート　SDGs～だれ一人とり残されない
世界～」　映像制作と配信・放送

株式会社　tvkコミュニケーション
ズ

2020/11/4 横浜市

1164
ウィズコロナに負けない、クールなリモートライブ＆
音楽動画配信プロジェクト

個人
2020/9/20-10/20、
11/20-12/20、
2021/1/20-2/20

藤沢市

1165 第十五回鎌倉芸術祭 第十五回鎌倉芸術祭実行委員会 2020/10/1-12/31 鎌倉市

1166 Webでおはなし会 株式会社　有隣堂
2020/11/16-
2021/2/28

綾瀬市

1167 Tea　Party　コンサート 個人 2020/11/18 寒川町

1168 Yokohama mint hall ライブ配信用環境整備
株式会社　マックス・インテン
ション・アーツ

2020/10/11、10/17-
10/18、10/30-10/31

横浜市

1169 舘野泉×ヤンネ舘野　デュオリサイタル アクティオ　株式会社 2020/11/3 相模原市

1170 CANVAS2020未来への助走 個人 2020/11/19 横浜市

1171 Winter Performance 2020 「美女と野獣」 大和シティー・バレエ　株式会社 2020/12/27 大和市

1172 横浜アート推進プロジェクト
株式会社　パイオニア・アイ・ケ
ア

2020/9/28-10/18、
11/24-12/4

横浜市

1173 テクノサーカスオンライン 合同会社　白A 2020/10/18 横浜市

1174
「自分らしさの見つけ方」日本伝統文化いけばなの訓え
オンライン講座

個人 2020/12/12 横浜市

1175 リリスモデルを適用した公演 神奈川共立・ＪＳＳ共同事業体

2020/10/18、10/24-
10/25、11/17、
12/13、12/16、
12/22、2021/1/12、
1/29、2/18

横浜市
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1176 しんゆりシアター「桜の園」 川崎市文化財団グループ 2020/11/28-12/6 川崎市

1177 東京交響楽団川崎定期演奏会第77回、78回、79回 公益財団法人　東京交響楽団
2020/10/9、10/15、
2021/1/17

川崎市

1178 オペラ歌手と日本の名曲を歌う会 株式会社　プレルーディオ
2020/9/16、10/22/、
11/17/、12/24/、
2021/1/21、2/25

川崎市

1179 タケカワユキヒデ　僕のソングブックライブ 有限会社　アメニティ
2020/10/17/、12/12-
12/13

横浜市

1180 ベートーベンの実像に迫ろう-その病と音楽 NPO法人　癒しの医療を考える会 2020/12/18 横浜市

1181 nuanceonemantour「botawnie 」TOUR FINAL『okaeri』
有限会社　ミニマリング・スタジ
オ

2020/10/18 横浜市

1182
能「隅田川」×オペラ ブリテン「カーリュー・リヴァー」連
続上演「幻（GEN）」

公益財団法人　横須賀芸術文化財
団

2020/10/18 横須賀市

1183 音美都ジャズ花火プロジェクト 個人 2020/12/25-12/27 横浜市

1184 Baobab Re:born project vol.２『アンバランス』 Baobab 2021/2/9-2/12 横浜市

1185 Chocolate d'amore 5th concert 個人 2020/9/27 横浜市

1186 こころに響く打楽器つくっちゃお
NPO法人　打楽器コンサートグルー
プ・あしあと

2020/9/16-2021/2/28
までに25公演

横浜市

1187 県内ライブハウスを応援　オンラインライブ企画（中止） 株式会社　テレビ神奈川 １１月中旬 横浜市

1188 第7回 ちぐさ賞 映像配信プロジェクト 個人 2020/10/4 横浜市

1189 ダフネ音楽ライブ配信化事業 個人 2020/11/19 鎌倉市

1190 里神楽オンライン配信コンテンツプロジェクト 相模里神楽　垣澤社中
10月中の3日間（内予
備日1日）

厚木市

1191 横浜ライブエンターテイメント アイプロジェクト
2020/9/27、10/11、
11/23、12/26、
2021/1/11、2/23

横浜市

1192 おひるねコンサート ミュージックツリー 2020/10/10 横浜市

1193 コンテンポラリージャズバンド・ライブ配信プロジェクト 個人 2020/10/24 横浜市

1194 デーモン閣下の邦楽維新Collaboration 有限会社　みつはし企画ノブレ 2020/11/3 横浜市

1195 矢野顕子リサイタル in 鎌倉 2020 個人 2020/12/21 鎌倉市

1196 Link Like a Music !! 個人
2020/11/15、
2021/1/17、1/31

相模原市

1197 菅野浩演奏収録配信プロジェクト 個人 2020/11/11 川崎市

1198 ナーメレオハワイ、ナーフラソウル
カイラニインターナショナル　合
同会社

2020/9/26-9/27、
10/23

茅ヶ崎市
横浜市

1199 お笑い・音楽・アイドルの融合ライブプロジェクト
株式会社　ドミトリーム・エン
ターテインメント

2020/12/6、12/20、
12/27

横浜市

1200 ハイブリッド型ソーシャルサーカスワークショップの確立
特定非営利活動法人　スローレー
ベル

2020/12/19、
2021/1/16、2/13

横浜市



神奈川文化プログラム認証事業一覧

Ｎｏ. 事   業   名 主催団体名 実施期間 開催場所

※記載されている事業は認証時点の情報です。なお、2020年度以降に認証し新型コロナウイルス感染症の拡大防止の影響等により中止となった
事業については、事業名の右隣に（中止）と表記しています。

1201 桂枝太郎独演会（落語会） 個人 2020/9/20 横浜市

1202 Bocca al Lupo!! Vol.1 個人 2020/12/11 横浜市

1203
６チャンネルセルフレコーディング・４カメセルフ撮影によ
る新たなライブ配信のかたち（視点を変えた新感覚ライブ配
信の試み）

個人 2020/12/17 横浜市

1204 中林薫平JAZZオーケストラ音源、映像収録 個人 2021/2/22-2/23 横浜市

1205 神奈川文士プロジェクト マシュマロ・ウェーブ 2021/2/24-2/28 横浜市

1206 TREASURE☆ISLAND in YOKOHAMA 個人 2021/1/17 横浜市

1207 スタチューパフォーマンス 個人 2020/9/18-2021/2/28 横浜市

1208 N.U.ホールコンサート in 神奈川県民ホール 個人 2021/1/11 横浜市

1209 ミンナーフィルハーモニカー公演映像配信事業 個人 2021/1/24 横浜市

1210 声優朗読ユニット ひめまなみ 個人 2020/11/7、11/28 横浜市

1211 第14回フレッシュ横浜音楽コンクール受賞者記念コンサート 横浜音楽振興会 2020/12/13 横浜市

1212
仲石裕介クインテット　スペシャルライブ
「Beyond the sky」

個人 2020/12/5 横浜市

1213 音楽公演の同時配信業務強化目的事業 個人 2020/11/25 横浜市

1214
神奈川県在住ミュージシャンによる神奈川県民のための
音楽ライブ配信プロジェクト

個人 2020/11/8 逗子市

1215 パントマイムマジックショー 個人 2021/2/20-2/21 横浜市

1216 ２０２０音貞オッペケ祭 音二郎・貞奴の世界一周 音貞オッペケ祭実行委員会

2020/10/10、11/11、
11/15、12/7、
2021/1/29、2/11、
2/23

茅ヶ崎市

1217
ミラクルワールドアドベンチャーコンサート
「メレカリキマカ2020」

株式会社　DreamQuest Sound 2020/12/20 綾瀬市

1218 令和２年度古典芸能普及事業（定期能・狂言全集等） 公益財団法人　川崎市文化財団
2020/9/21、10/17、
12/12、2021/1/11

川崎市

1219 「ラヴィタリテ（生命力）プロジェクト」 個人 2020/10/20-10/31 横浜市

1220 劇メシデリバリー 株式会社　エンテージ 2020/10/30-11/2 横浜市

1221 クラウンちょっぴりフェス
クラウンばっかりフェス実行委員
会

2020/11/15 横浜市

1222 ダンス保育園！！ ダンス保育園！！実行委員会 2021/2/11 横浜市

1223 YOKOHAMA NEW CLASSIC『冬物語』上演（中止） theater 045 syndicate 2021/1/20-1/23 横浜市

1224
グリーンホール相模大野開館30周年記念
立川志の輔独演会

公益財団法人　相模原市民文化財
団

2020/11/2-11/3 相模原市

1225 『ペコと秘密の樹』伊勢原市巡回公演 有限会社　劇団風の子 2020/10/1-12/10 伊勢原市
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1226 森田悠介単独公演配信事業 個人 2020/12/12 川崎市

1227 骨董ライブ
神奈川やまと古民具骨董市実行委
員会

2020/9/19、10/17、
11/21、12/19、
2021/1/16、2/20

大和市

1228 あおばカノン　２０２１ レントの会
2020/10/16、11/13、
12/11、2021/1/15、
2/23、2/25-2/26

横浜市

1229 宮ヶ瀬湖リモート写真教室事業
公益財団法人　宮ヶ瀬ダム周辺振
興財団

2020/10/1 清川村

1230 新型コロナウィルス終息祈願「能声楽奉納」第４回 個人 2020/11/21 横浜市

1231 Soprano７boys 2ndはっぴょう会 ＥＬＩＮＢＡ　株式会社 2020/12/25 相模原市

1232 若手振付家インターナショナルショーケース 個人 2021/2/9-2/12 横浜市

1233 神奈川の名建築からお贈りする日本フィル室内楽名曲撰
公益財団法人　日本フィルハーモ
ニー交響楽団

2020/10/27もしくは
10/30、11/10もしく
は11/24

横浜市

1234 鎌倉「禅の茶の湯」リモート体験 個人 2020/10/1-2021/2/28 鎌倉市

1235
親子でストレスケアができる　音楽×心理学で発達障がい児
支援

一般社団法人　音楽発達サポート
協会

2020/12/10-
2021/2/13

横浜市

1236 小田原オペラ旗揚げ公演 個人 2020/12/5 小田原市

1237 金沢シンフォニカ プロムナードコンサート 横浜金沢交響楽団 2020/12/20 横浜市

1238 柳澤紀子展《Miasma 瘴気》 有限会社　室空間 2020/10/18-12/20 横須賀市

1239 R3.2.13 Yokohama O-SITE style-3!公演（仮称） 有限会社　トライアローズ 2021/2/13 横浜市

1240 朗読劇「真昼の夕焼け」 一般社団法人　横浜夢座 2020/10/8 横浜市

1241 「都市への挿入」川俣 正　BankART Life6 特定非営利活動法人　BankART1929 2020/9/16-10/11 横浜市

1242 箱根ガラスの森美術館冬季企画展 株式会社　うかい 2020/12/1-2021/2/28 箱根町

1243
ピアノ・ソロによる「ベートーヴェン第九」コンサートの映
像配信プロジェクト

個人 2020/10/5 横浜市

1244 神奈川セリエスオーケストラ第9回定期演奏会 神奈川セリエスオーケストラ 2020/11/8 横浜市

1245 オペラ『森は生きている』公演
有限会社オペラシアターこんにゃ
く座

2020/12/22 川崎市

1246 横浜美術館　教育普及オンライン・プログラム
公益財団法人　横浜市芸術文化振
興財団

2020/9/16-2021/2/28 横浜市

1247 jammin'Zeb "LONG TIME NO SEE" 株式会社　キョードー横浜 2020/10/10 横浜市

1248 劇団銅鑼『センポ・スギハァラ』 NPO法人　藤沢演劇鑑賞会
2020/10/11、10/14-
10/15

藤沢市

1249 Collaboration!! REMI ×  specialist (シリーズ全3回) 個人
2020/11/8、12/19、
2021/1/30

横浜市

1250
「新しい生活様式への橋渡し」オンライン・バイオリンコン
サート

個人 2021/2/17-2/18 横浜市
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1251 落語家　春風亭一之輔による全国落語会ツアー第８弾 株式会社　アクセス 2020/9/25 横浜市

1252 カンデーラ 個人
2020/10/10、12/27、
2021/1/16、2/14

横浜市

1253 Online de ブレストウォーズ　恋する標準治療！
ＴＨＥ ＲＡＢＢＩＴＳ’ ＢＡＳ
Ｅ

2020/9/18、10/15、
11/15、12/15

横浜市

1254 WOLF Organ Works 2020/10/18 横浜市

1255 第62回鎌倉薪能 公益社団法人　鎌倉市観光協会 2020/10/9 鎌倉市

1256 布川俊樹ジャズ無観客ライブ配信プロジェクト 個人 2020/2/22 川崎市

1257
大山（伊勢原市）の伝統芸能・自然及び歴史解説動画の 4K、
8K映像、写真配信、展示事業

大山観光振興会 2020/9/16-2021/2/28 伊勢原市

1258 犬猫会第４回公演　タイトル未定 犬猫会 2020/12/18-12/23 大和市

1259 MY FIRST STORY 神奈川県横浜市公演 株式会社　ケーエムミュージック 2020/10/18 横浜市

1260 山本容子　銅版画展 有限会社　湘南西脇画廊 2020/10/24-12/26 藤沢市

1261 湯河原温泉　温泉落語・見番寄席
一般社団法人　湯河原温泉観光協
会

2020/9/19-11/22まで
の各土、日曜日

湯河原町

1262 演劇公演『226(仮)』 キャットウォーク 2021/1/26-1/29 横浜市

1263 Daisuke & Friends 豪華生バンドライブ配信プロジェクト 個人 2020/10/29 川崎市

1264 屋根裏ハイツ6階演劇公演『パラダイス』 個人 2021/2/5-2/9 横浜市

1265 『バッコスの信女- ホルスタインの雌』横浜公演 一般社団法人　Q 2020/9/24-9/27 横浜市

1266 アレンジ・アドリブ講座＋オンラインコンサート 個人 2020/2/13 川崎市

1267 湘南座結成30周年記念公演 湘南座 2020/11/15 平塚市

1268 NEW ERA TSUDUKI
特定非営利活動法人　横浜都筑太
鼓

2020/12/12 横浜市

1269
「コロナに負けるな」オンライン・ワークショップと
成果発表

湘南SHOW点
2020/10/18、10/24、
11/1、11/8、11/21、
11/28

茅ヶ崎市

1270 湘南ビーチFM[LOVE THE BEACH]プロジェクト2020
逗子・葉山コミュニティ放送　株
式会社

2020/9/16-2021/2/28 逗子市

1271 江ノ島大道芸オンラインライブ(仮称) 個人 2021/1/27 川崎市

1272 狂言・ダンス・音楽による「兵士の物語」
横浜メディアアド・清光社共同事
業体

2021/2/9-2/10 横浜市

1273 プレＴＰＡＭ（仮）
特定非営利活動法人　国際舞台芸
術交流センター

2021/2/6-2/14 横浜市

1274 MUSIC SPACE ANTHOLOGY

（株）tvkコミュニケーションズ・
（公財）横浜市芸術文化振興財
団・（株）清光社・（株）横浜メ
ディアアド 共同事業体

2021/2/21 横浜市

1275
いつでもどこでもアートで育つ〈０歳からのアート体験〉山
の音楽舎が目指す新しい様式

山の音楽舎 2020/10/1-2021/2/15 川崎市
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1276
新たな生活様式に向けたオンラインミュージアム
「楽しむネットアート」展

公益財団法人　茅ヶ崎市文化・ス
ポーツ振興財団

2020/9/16-2021/2/28 茅ヶ崎市

1277 昭和音楽大学オペラ公演２０２０《ドン・ジョヴァンニ》 学校法人　東成学園 2020/10/10-10/11 川崎市

1278 コロナ退散、日本の夜明けを神楽で祈念！　天の岩戸開き
特定非営利活動法人　里神楽・神
代神楽研究会

2020/10/2-10/4 横浜市

1279 第18回みどり区民アート展
みどりアート＆メディアパート
ナーズ

2020/11/1-11/8 横浜市

1280 2020年新作『アながあくほド』 オフィスマウンテン 2020/12/2-12/3 横浜市

1281 佐山こうたライブ配信プロジェクト 個人 2020/11/24 鎌倉市

1282 カナガワハイスクールミュージックランド
特定非営利活動法人　ＡＲＣＳＨ
ＩＰ

2020/11/3 横浜市

1283 ZIGGY 横浜アリーナ無観客公演 株式会社　ROCK GUILD 2020/9/29 横浜市

1284 石田泰尚×阪田知樹 デュオ・リサイタル 有限会社　神奈川芸術協会 2020/11/3 横浜市

1285 ヨコハマ学生演劇祭 OKAMI企画 2021/2/20-2/23 横浜市

1286 宮野下子竜無観客配信マリンバコンサート 個人 2021/1/15 川崎市

1287 小田原城 On Line Tour
一般財団法人　プロジェクション
マッピング協会

2020/11/27、
2021/2/22

小田原市

1288 オンデマンド講座「オペラびとの時間」 公益財団法人　日本オペラ振興会

2020/10/1、10/15、
11/1、11/15、12/1、
12/15、12/30、
2021/1/15、2/1、
2/15

川崎市

1289 視聴者参加型即興演劇配信事業 有限会社　湘南アクトステージ
2020/11/30-11/31、
12/23-12/24、
2021/1/30-1/31

平塚市

1290
ヨコスカアートセンター　映像オンライン展覧会
「By Artist」

個人
2020/12/10-
2021/2/10

横須賀市

1291 company ma 第6回公演「カバンの中の記憶2020」（中止） 合同会社　田事務所 2020/11/6-11/8 川崎市

1292 創作音楽劇「荒城の月」～落日の譜～ 歌笑会 2020/12/20 厚木市

1293 心に届く横浜からの音楽物語（配信） 個人 2020/11/27-11/30 横浜市

1294 テアトルフォンテ『コロナに負けない！』プロジェクト 神奈川共立・相鉄企業共同事業体 2020/11/1-2021/1/31 横浜市

1295 グロリア少年合唱団第57回定期演奏会（中止） グロリア少年合唱団 2020/11/3 鎌倉市

1296 ドライブインシアターWAWACINEMA WAWA EVENTS　株式会社 2020/10/31 藤沢市

1297 横浜市民ミュージカルのメモリアルと未来に
横浜市民ミュージカル公演実行委
員会

2021/1/31 横浜市

1298 無観客ライブ配信事業
有限会社　イマジン・プランニン
グ

2020/9/18-2020/11/5 横浜市

1299 同人文化再活性化プロジェクト 本の杜準備会
2020/9/26、
2021/2/27

川崎市

1300 初音ミクシンフォニー 5th Anniversary 株式会社　プロマックス 2020/10/17 横浜市
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1301 影絵劇　劇場版宝島 有限会社　劇団かかし座 2020/10/11 横浜市

1302
高嶋英輔CD先行発売記念コンサート（バイオリンを主体とす
るインストゥルメンタル音楽）

個人 2020/10/30 横浜市

1303
柿喰う客 高校生のための演劇＋こどもと観る演劇
プロジェクト

有限会社　ゴーチ・ブラザーズ 2021/1/13-1/17 横浜市

1304 子ども食堂かみはし倶楽部野外コンサート 個人 2020/9/19-9/22 横浜市

1305 森川拓哉編曲楽譜出版記念 Violin Duo Concert 個人 2020/10/21 横浜市

1306 「こどもたちとおやこでの観劇を配信」プロジェクト 個人 2020/11/13 相模原市

1307 Kanagawa Handpan Concert 個人
2020/11/22、
2021/1/30

横浜市

1308 『東京聖戦詩集』と題する演劇作品の制作とその映像配信 劇団820製作所 2020/9/16-2021/2/28 横浜市

1309 プリキュアドリームステージ 株式会社　劇団飛行船 2020/9/22、9/27
横浜市
川崎市

1310 相模原演劇鑑賞会観劇会 相模原演劇鑑賞会
2020/9/16-9/17、
11/6、2021/2/24

相模原市

1311 コロナ時代伝統文化でつなぐ心の和　プロジェクト 有限会社　ファイブ・アイランド 2021/2/1-2/28 湯河原町

1312 くらきショートストーリー能「清経」 株式会社　ディー・エル・ピー 2020/9/21 横浜市

1313
多文化共生LIVE～AIR GOCIAA：）３＆４
（エアーゴチャ３＆４）

JDS-ARTWORKS　有限会社 2020/10/10、2/23 川崎市

1314 ヨコハマジャズエッグススペシャルライブ YOKOHAMA　JAZZ　EGGS 2021/1/17 横浜市

1315 ラボ20#22
特定非営利活動法人　ＳＴスポッ
ト横浜

2020/12/25-12/27 横浜市

1316 劇団夢幻第１回リモート公演『作品タイトル未定』 劇団夢幻 2021/2/6-2/7 川崎市

1317 第26回KAWASAKIしんゆり映画祭2020
特定非営利活動法人　ＫＡＷＡＳ
ＡＫＩアーツ

2020/10/25、10/30-
11/1

川崎市

1318 カレッジフラコンペティション’20 株式会社　アロハ・ラボラトリー 2020/12/5 横浜市

1319 あなた自身を世界に一つだけの芸術作品へプロジェクト 個人 2020/10/1-12/31 横浜市

1320 2020年度湘南ハーモニーコンサート（中止） 藤沢ジュニアオーケストラ 2021/1/31 藤沢市

1321 ヨコハマ・フットボール映画祭２０２１ハイブリッド（仮）
特定非営利活動法人　横浜スポー
ツコミュニケーションズ

2021/1/30-2/5 横浜市

1322 李令貴マリンバ、ドラムコンサート配信事業 個人 2020/1/12 川崎市

1323 0歳から愉しむ！～秋の音楽会～ vol.2 個人 2020/10/31 横浜市

1324 2020年10月公演プロジェクト PUNK BANK 2020/10/28-10/31 横浜市

1325
studio salt劇場配信公演vol.1「２メートル-Theater＆Music
＆Video-」(仮）

個人 2020/12/26 横浜市
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1326
Piccoliniの親子で気軽にコンサートシリーズ第10弾
クリスマス・フェスティバル

Piccolini 2020/12/6 厚木市

1327 made in Koganecho project
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

2020/9/16-12/31 横浜市

1328 （仮）ソレイユウィンドオーケストラ演奏会２０２１ ソレイユウィンドオーケストラ 2021/2/21 川崎市

1329
インテグレイテッド・ダンス・カンパニー響-kyo
　横浜公演

クリエイティブ・アート実行委員
会

2020/10/4 横浜市

1330 第37回産経神奈川百選書展 産経新聞社横浜総局 11/26-12/1 横浜市

1331
横浜よさこい祭りオンライン企画
「みんな元気にな～れ！」

神奈川よさこい組織委員会 2020/10/18 横浜市

1332 国際舞台芸術ミーティングin横浜2021
国際舞台芸術ミーティングin横浜
実行委員会

2021/2/6～2/14 横浜市

1333 第40回公益社団法人日本総合書芸院選抜展 公益社団法人日本総合書芸院 2020/11/20～11/24 横浜市

1334
サムライ・ロック・オーケストラ2020
「Newアメージングモモタロウ」

株式会社サムライ・ロック・オー
ケストラ

2021/2/11 横浜市

1335
子育て応援コンサート「木村真紀のクリスマスの贈りもの」
（仮称）

かながわアートホール 2020/12/8 横浜市

1336 カジュアルコンサート かながわアートホール 2021/3/28 横浜市

1337 横浜国立大学吹奏楽団第37回記念定期演奏会（中止） 横浜国立大学吹奏楽団 2020/12/27 横浜市

1338 GTFグレータートウキョウフェスティバル2020
GTFグレータートウキョウフェス
ティバル実行委員会

承認日～2021/3/31
東京都、神奈川
県、埼玉県、千
葉県

1339 第35回栄区菊花大会 栄菊花会 2020/10/31～11/8 横浜市

1340 第46回神奈川県銘品盆栽展（中止） 神奈川県銘品盆栽会 2021/2/26～2/28 鎌倉市

1341
子どもたちの音楽芸術体験事業「ゆめコンサート」
（二宮町）

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2021/2/8 二宮町

1342
子どもたちの音楽芸術体験事業「ゆめコンサート」
（平塚市）

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2021/2/9 平塚市

1343
子どもたちの音楽芸術体験事業「ゆめコンサート」
（茅ヶ崎市）

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2021/2/10 茅ヶ崎市

1344
神奈川フィル・オーケストラファクトリー
（藤沢市立片瀬小学校）

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2021/1/19 藤沢市

1345
神奈川フィル・オーケストラファクトリー
（藤沢市立善行小学校）

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2021/2/25 藤沢市

1346 ヴィアマーレ・ファミリー・クラシック Vol.20 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2021/3/21 横浜市

1347
神奈川県下で伝承される伝統人形芝居
第10回乙女文楽公演

公益財団法人現代人形劇センター 2021/1/23～1/24 川崎市

1348 令和２年度　国立劇場鑑賞教室　12月文楽鑑賞教室 独立行政法人日本芸術文化振興会 2020/12/5-12/15 東京都

1349 ～座間歌曲祭2021～　第５回日本歌曲コンクール
公益財団法人座間市スポーツ・文
化振興財団

2021/3/9-3/19 座間市

1350 第68回書作展（令和3年3月） 横浜書作協会 2021/3/24-3/28 横浜市

1351
全国都道府県対抗eスポーツ選手権2020　ぷよぷよ部門　関東
ブロック大会　決勝

全国都道府県対抗eスポーツ選手権
2020　ぷよぷよ部門実行委員会

2020/12/19 オンライン
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1352 史跡相模国分寺跡指定100周年記念事業 海老名市教育委員会 2021/2/13-3/28 海老名市

1353
かなぶん連句会「コロナ退散の巻」（選者：小島ゆかり、辻
原登、長谷川櫂）

神奈川近代文学館 2020/12/13 横浜市

1354 ベートーヴェンと日本近代文学（講演：新保祐司）（中止） 神奈川近代文学館 2021/1/30 横浜市

1355
「神々の履歴書」上映会（監督：前田憲二／出演：金達寿、
中西進、伊福部昭ほか／1988年作品）

神奈川近代文学館 2021/2/20 横浜市

1356 いま、新しく読む金達寿（講演：黒川創） 神奈川近代文学館 2021/3/7 横浜市

1357
かなぶん寄席講談会「秋色桜」「最後の一句」（原作：森鷗
外)(出演：神田蘭）

神奈川近代文学館 2021/3/27 横浜市

1358 第９回横浜開港アンデパンダン展
横浜開港アンデパンダン展実行委
員会

2021/3/30-4/5 横浜市

1359 第88回県展（公募） 神奈川県美術家協会 2021/4/28-5/3 横浜市

1360 全国公募団体IAC美術会湘南支部工芸展「特別展」
全国公募団体ＩＡＣ美術会湘南支
部

2021/2/17-2/21 平塚市

1361 フォト・ヨコハマ2021 フォト・ヨコハマ実行委員会 2021/1/1-3/31 横浜市

1362 第37回かながわ音楽コンクール
かながわ音楽コンクール運営委員
会

2021/5/2・5/23 横浜市

1363 令和２年度　かながわ伝統文化こども歳時記
かながわ伝統芸能祭実行委員会
（事務局：神奈川県文化課）

2021/3/13 横浜市

1364 第132回秋季大会 一般社団法人　神奈川県民謡協会 2021/10/10 横浜市

1365 2021年　第43回　神奈美公募展 神奈川美術協会協会 2021/4/14-4/18 横浜市

1366 横浜市民吹奏楽団　第75回定期演奏会 横浜市民吹奏楽団 2021/3/14 川崎市

1367 ダブルリーズ　第10回アニバーサリーコンサート
クラングレーデ　コンサート事務
局

2021/4/4 横浜市

1368 第108回舞台芸術講座　チェンバロの魅力Ⅷ 神奈川芸術文化財団 2021/3/27 横浜市

1369 帆船日本丸を愛する男声合唱団第25回定期演奏会 帆船日本丸を愛する男声合唱団 2021/6/6 横浜市

1370 第22回公募東京湘南絵画会展 東京湘南絵画会展 2021/5/12-5/18 東京都

1371 第73回実朝忌俳句大会 一般社団法人　鎌倉同人会 2021/3/7 鎌倉市

1372 公募　版画　第70回記念　板院展 一般社団法人　日本板画院 2021/6/15-6/20 東京都

1373 第47回県民書道展 神奈川県民書連 2021/5/12-5/16 横浜市

1374 第131回春季民謡コンクール（中止）
一般社団法人神奈川県民謡協会本
部

2021/2/28 横浜市

1375 日生劇場ファミリーフェスティヴァル2021
公益財団法人ニッセイ文化振興財
団（日生劇場）

2021/7/24-8/29 東京都
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1376 FPV　Robotics　Drone　Light　Show　2021（中止） FPV Robotics株式会社 2021/2/27-2/28 横浜市

1377 第53回（一社）二科会写真部神奈川支部公募展
一般社団法人二科会写真部神奈川
支部

2021/10/21-10/25 横浜市

1378 R3.第37回墨神会水墨画全国公募展 一般社団法人墨神会 2021/4/5-4/11 横浜市

1379 第52回彩象展 彩象美術協会 2021/5/11-5/16 横浜市

1380 第51回神奈川二紀展 一般社団法人二紀会神奈川支部 2021/6/29－7/5 横浜市

1381 第92回京浜川柳大会 神奈川県川柳協会 2021/4/29 横浜市

1382
公認　神奈川県吟剣詩舞道総連盟　第67回令和３年度全国吟
詠コンクール　神奈川県決選大会

公益財団法人日本吟剣詩舞振興会公
認　神奈川県吟剣詩舞道総連盟

2021/4/11
2021/5/2

横浜市

1383
共生共創事業　横須賀シニア劇団「よっしゃ!!」
「こんな11月3日観たことない！」

神奈川県 ２月末～（予定） オンライン配信

1384
共生共創事業
電撃障がい者創作創造プロジェクト

神奈川県
(1)2021/2/7(2)2021
/2/14(3)2021/2/21(
4)2021/2/28

オンライン配信

1385
共生共創事業
神奈川県あそび歌プロジェクト「世界の歌とあそぼう」

神奈川県
(1)2021/3/5(2)2021
/3/12(3)2021/3/19

オンライン配信

1386
共生共創事業
綾瀬シニア劇団オンライン配信公演
「道成寺～サワリタイ サワレナイ～」

神奈川県 2021/3/7 オンライン配信

1387
共生共創事業
リーディングシネマ「ちいさなちいさな王様」

神奈川県 2021/3/14 オンライン配信

1388
共生共創事業
小田原シニア劇団（タイトル未定）

神奈川県 2021/3/24 オンライン配信

1389
共生共創事業
チャレンジ・オブ・ザ・シルバー（タイトル未定）

神奈川県 2021/3/28 オンライン配信

1390 第70回神奈川県歌人会短歌大会 神奈川県歌人会 2021/4/20 紙上大会

1391
座間市市政施行50周年記念　三井住友海上文化財団ときめく
ひととき第903回「鐵百合奈ピアノ・リサイタル」「こどもミ
ニコンサート」

公益財団法人座間市スポーツ・文
化振興財団、座間市教育委員会、
公益財団法人三井住友海上文化財
団、神奈川県

2021/6/26 座間市

1392 区民ミュージカル2021 区民ミュージカルユニット横浜
2021/8/21,2021/9/1
9

横浜市・鎌倉市

1393 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 定期演奏会 第367回 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2021/4/17 横浜市

1394 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 定期演奏会 第368回 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2021/5/22 横浜市

1395 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 定期演奏会 第369回 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2021/6/26 横浜市

1396 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 定期演奏会 第370回 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2021/7/10 川崎市

1397 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 定期演奏会 第371回 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2021/9/11 川崎市

1398 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 定期演奏会 第372回 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2021/10/23 川崎市

1399 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 定期演奏会 第373回 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2021/11/27 川崎市

1400 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 定期演奏会 第374回 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2022/2/5 横浜市
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1401 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 定期演奏会 第375回 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2022/3/5 横浜市

1402 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 県民名曲シリーズ第11回 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2021/7/17 横須賀市

1403 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 県民名曲シリーズ第12回 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2021/10/16 座間市

1404 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 県民名曲シリーズ第13回 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2022/1/9 横浜市

1405 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 音楽堂シリーズ第20回 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2021/7/3 横浜市

1406 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 音楽堂シリーズ第21回 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2022/1/22 横浜市

1407 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 音楽堂シリーズ第22回 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2022/2/26 横浜市

1408
巡回主催公演 神奈川フィル・フューチャー・コンサート 南
足柄公演

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2021/7/18 南足柄市

1409
巡回主催公演 神奈川フィル・フューチャー・コンサート 秦
野公演

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2021/9/12 秦野市

1410
巡回主催公演 神奈川フィル・フューチャー・コンサート
茅ヶ崎公演

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2021/10/17 茅ヶ崎市

1411
巡回主催公演 神奈川フィル・フューチャー・コンサート 鎌
倉公演

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2021/10/24 鎌倉市

1412
巡回主催公演 神奈川フィル・フューチャー・コンサート 藤
沢公演

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2021/12/17 藤沢市

1413
巡回主催公演 神奈川フィル・フューチャー・コンサート 横
浜公演

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2021/12/18 横浜市

1414
巡回主催公演 神奈川フィル・フューチャー・コンサート 厚
木公演

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2022/1/8 厚木市

1415 特別演奏会「東京公演」for Future 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2022/2/22 東京都

1416 ヨコハマ・ポップス・オーケストラ2021 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 2021/9/28 横浜市

1417 第16回フレッシュ・コンサート
神奈川県、神奈川フィルハーモ
ニー管弦楽団

2022/1/15 横浜市

1418 第66回竹青社書展（会員展と選抜展併催） 竹青社 2021/4/8-4/13 横浜市

1419 漢詩鑑賞と実作　第１５回初心者入門講座 神奈川県漢詩連盟
2021/6/8,6/15,6/29
,7/13,7/28

横浜市

1420 DVD鑑賞会「ローマの休日」 かながわアートホール 2021/4/3 横浜市

1421 春爛漫！野外コンサート かながわアートホール 2021/4/17 横浜市

1422 新緑！野外コンサート かながわアートホール 2021/5/16 横浜市

1423 DVD鑑賞会「バルカン超特急」 かながわアートホール 2021/5/22 横浜市

1424 新緑！野外コンサート かながわアートホール 2021/5/30 横浜市

1425 野外コンサート　保土ヶ谷軽音楽フェス かながわアートホール 2021/6/5 横浜市
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1426 DVD鑑賞会 かながわアートホール 2021/6/19 横浜市

1427 鬼武みゆきの「音楽たまて箱」 かながわアートホール 2021/6/22 横浜市

1428 日本フィルハーモニー交響楽団　公開リハーサル かながわアートホール 2021/6/26 横浜市

1429 DVD鑑賞会 かながわアートホール 2021/7/31 横浜市

1430 かなフィルランド かながわアートホール 2021/8/22 横浜市

1431 DVD鑑賞会 かながわアートホール 2021/8/29 横浜市

1432 鬼武みゆきの「音楽たまて箱」 かながわアートホール 2021/10/19 横浜市

1433 木村真紀　ホームクリスマスコンサート かながわアートホール 2021/12/11 横浜市

1434 吹奏楽フェスタ かながわアートホール 2022/2/26 横浜市

1435 神奈川フィル・ジュニアオーケストラ かながわアートホール 2022/3/27 横浜市

1436
第82回　国際文化交流　公益社団法人大日本書芸院展　第４
回学生部選抜　大日本書芸院展

公益社団法人大日本書芸院 2021/6/23-6/30 東京都

1437 トバイアス・マテイ記念ピアノコンクール
トバイアス・マテイ記念
ピアノコンクール事務局

2021/7/15～
2022/1/15

横浜市

1438 日本国際バレエフェスティバル 一般社団法人日本国際バレエ協会 2021/8/9-8/20 川崎市

1439 第19回バレエコンクールIN横浜
公益社団法人日本バレエ協会関東
支部

2021/5/1-5/2 横浜市

1440 2021県民のための能を知る会 公益財団法人鎌倉能舞台 2021/5/3-2022/3/9
鎌倉市
横浜市

1441 東京大学音楽部管弦楽団サマーコンサート2021　神奈川公演  東京大学音楽部管弦楽団 2021/8/9  横浜市

1442 相模原市総合写真祭フォトシティさがみはら2021
相模原市総合写真祭フォトシティ
さがみはら実行委員会

2021/4/1-2022/3/31 相模原市

1443 第45回　國藝書道院公募展 國藝書道院 2021/5/7-5/11 鎌倉市

1444 第44回神奈川独立美術展 神奈川独立美術の会 2021/6/29-7/4 横浜市

1445 第36回21世紀国際書展 産経新聞社横浜総局 2021/7/14-7/18 横浜市

1446 第11回「かながわ端唄・小唄の集い」演奏会 かながわ端唄・小唄の集い 2021/10/30 横浜市

1447 小田原城アートＮＯＷ2021 小田原文化芸術協会 2021/6/3-6/29 小田原市

1448 ルカ・マニ来日記念フルートリサイタル HS　classic 2021/11/12 二宮町

1449
企画展2021 ミヤケマイ×華雪
ことばのかたち  かたちのことば

神奈川芸術文化財団
2021/12/20-
2022/1/29

横浜市

1450
オープンシアター2021
音楽でめぐる世界の旅

神奈川芸術文化財団 2021/5/26-6/6 横浜市

1451 ファンタスティック・ガラコンサート2021 神奈川芸術文化財団 44559 横浜市

1452 桐山知也演出「ポルノグラフィー」 神奈川芸術文化財団 2021/4/16-4/18 横浜市

1453
新ロイヤル大衆舎×KAAT
長塚圭史構成台本・演出
「王将」-三部作-

神奈川芸術文化財団 2021/5/15-6/6 横浜市

1454 第77回　ハマ展 横浜美術協会 2021/11/2-11/14 横浜市
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1455 令和３年度第42回神奈川地区連合大会
一般財団法人日本郷土民謡協会神
奈川地区連合会

2021/6/20 横浜市

1456
第17回南関東ジュニアピアノコンクール
第17回南関東ピアノオーディション

日本ピアノ研究会
2021/7/30-
2022/1/30

横浜市・川崎市

1457 第23回日本演奏家コンクール 一般財団法人日本演奏家協会
2021/7/20-2021/12
月下旬

東京都、神奈川
県内各地他

1458 茶の湯文化にふれる市民茶会・市民講座
一般社団法人表千家同門会神奈川
県支部

2021/9/20、
2022/3/13

横浜市、鎌倉市

1459 第30回神奈川オペラフェスティバル'21
特定非営利活動法人横浜シティオ
ペラ

2021/9/23、
2021/10/16

横浜市

1460 Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2021
横浜アーツフェスティバル実行委
員会

2021/8/28～
2021/10/17

横浜市

1461 太鼓祭inさがみはら　第３回関東大会 一般財団法人日本太鼓協会 2021/7/18 相模原市

1462 市民参加型ダンス公演「9月23日」 山猫団 2021/9/23 川崎市

1463 第64回凌雲書展 凌雲社 2021/7/28-8/1 横浜市

1464 第36回箱根馬子唄日本一全国大会 箱根馬子唄保存会 2021/7/4 横浜市

1465 第14回神奈川県名流舞踊の会 神奈川県名流舞踊の会 2021/9/18 大和市

1466 五大路子ひとり芝居「横浜ローザ」 一般社団法人横浜夢座 2021/8/12～8/17 横浜市

1467 ひよフェスオンライン ひよフェス実行委員会 2021/6/5 オンライン

1468 第29回ヤングアーチストピアノコンクール ヤングアーチスト協会
①2021/6/20
②2021/7/11
③2021/8/19

横浜市、横須賀市

1469 オープンシアター2021　音楽でめぐる世界の旅 神奈川芸術文化財団 2021/5/30 横浜市

1470
県域巡回企画　みんなでたのしむオペラ『ヘンゼルとグレー
テル』①

神奈川芸術文化財団 2021/7/17 海老名市

1471
県域巡回企画　みんなでたのしむオペラ『ヘンゼルとグレー
テル』②

神奈川芸術文化財団 2021/7/24 横須賀市

1472 オルガン･プロムナード･コンサート① 神奈川芸術文化財団 2021/4/23 横浜市

1473 オルガン･プロムナード･コンサート② 神奈川芸術文化財団 2021/6/25 横浜市

1474 オルガン･プロムナード･コンサート③ 神奈川芸術文化財団 2021/8/27 横浜市

1475
音楽堂ヘリテージ・コンサート　アンサンブル・アンテルコ
ンタンポラン

神奈川芸術文化財団 2021/8/29 横浜市

1476 子どもと大人の音楽堂（子ども編） 神奈川芸術文化財団 2021/7/31 横浜市

1477 第63回太平洋神奈川展 太平洋美術会神奈川支部 2021/9/1-9/5 横浜市

1478 第10回　カレッジフラコンペティション　2021
カレッジフラコンペティション実
行委員会

2021/8/14～8/15 横浜市

1479 公募第23回中美神奈川展 中央美術協会　神奈川支部 2021/6/8-6/14 横浜市

1480
ダンスカナガワフェスティバル（神奈川県芸術舞踊祭
No.111）

神奈川県芸術舞踊協会 2021/6/20 横浜市

1481 全国都道府県対抗eスポーツ選手権2021 MIE ぷよぷよ部門
全国都道府県対抗eスポーツ選手権
2021MIE　ぷよぷよ部門実行委員会

2021/6/13,2021/9/2
5

オンライン、千
葉県

1482 第19回全国プレバレエコンクールinさがみはら 合同バレエグループさがみはら 2021/8/20～8/22 相模原市

1483 第49回臨古書道展 純正書法連盟 2021/7/21～7/25 横浜市
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1484 第64回神奈川県合唱祭 神奈川県合唱連盟
2021/6/12-6/13,
2021/6/26-6/27

横浜市

1485 REICH85 PHASE
特定非営利活動法人芸術文化ワー
クス

2022/2/12～
2022/2/13

横浜市

1486 Autumn Performance 2021 『玉藻の前』 大和シティー・バレエ株式会社 2021/10/22 大和市

1487 日本の美、再発見　東京楽所「雅楽の世界」
サントリーパブリシティサービス
グループ

2021/6/5～
2021/6/27

鎌倉市

1488 かながわ学生書道コンクール（仮称） 株式会社神奈川新聞社
2021/11/24～
2021/11/29

横浜市

1489
Baobab 第14回本公演『UMU -うむ-』future edit./『笑う額
縁』(仮)

有限会社ゴーチ・ブラザーズ
2022/1/21～
2022/1/23

横浜市

1490 WAWACINEMA ドライブインシアター 2021 WAWA EVENTS株式会社
2021/8月、9月、12
月の週末1日いずれ
か

茅ヶ崎市

1491 藤沢今昔・まちなかアートめぐり2021
藤沢今昔まちなかアート実行委員
会

2021/10/31～
2021/11/21

藤沢市

1492
おだわら城町芸術祭　beyond the distance | 空間と時間の
隔たりを超えて（仮）

おだわら城町アートプロジェクト
実行委員会

2022/1/21～
2022/2/6

小田原市

1493 みんなで育む「茶室は舞台」 特定非営利活動法人　Takara 鎌倉
2021/5/10～
2022/3/15

鎌倉市

1494 横浜市民こどもミュージカル2021～物語は終わらない～
横浜市民ミュージカル公演実行委
員会

2021/8/7,2021/8/8 横浜市

1495 やまと子どもミュージカル第15回記念公演「桃太郎！」 やまと子どもミュージカル 2021/4/17 大和市

1496
令和3年度かながわ伝統芸能ワークショップ「日本舞踊に学ぶ
`和`の作法」

神奈川県
2021/7/22-
2021/8/22

横浜市　他

1497 Child ＆ Family Art event 11th 2021あしがらアートの森 NPO法人あしがらアートの森 2021/12/3～12/5 南足柄市

1498 映画感想文コンクール2021
全国映画感想文コンクール実施委
員会

2021/7/1～
2022/3/31

東京都

1499 劇団麦の会　令和三年　水無月公演 劇団麦の会 2021/6/5～2021/6/6 横浜市

1500 inc.percussion days 2021 in sagamiko kuniko kato arts project 2021/5/3～2021/5/5 相模原市

1501
令和3年度（公財）日本民謡協会民謡民舞神奈川県第一連合大
会

(公財)日本民謡協会神奈川県第一
連合委員会

2021/7/18 川崎市

1502 2021（第66回）全神奈川写真サロン公募展 全日本写真連盟神奈川県本部
2021/11/23-
2021/11/28

横浜市

1503 Jazz-Bunraku　涅槃に行った猫
ジャズ文楽涅槃に行った猫実行委
員会

2022/2/27,3/6
横浜市、小田原
市

1504 第37回全国硬筆コンクール
一般社団法人
全国書写書道教育振興会

2021/6/20-
2021/11/7

東京都

1505 第47回神奈川独立書展 神奈川県独立書人団 8/10－8/15 横浜市

1506 第28回　県民共済「夏休みに描く絵画コンクール」 神奈川県民共済生活協同組合
募集：8/2～9/6
展示：10/23～11/1

横浜市

1507 令和３年度　かながわ伝統文化こども歳時記
かながわ伝統芸能祭実行委員会
（事務局：神奈川県文化課）

2021/3/13 横浜市

1508 「百物語」神奈川公演 公益財団法人現代人形劇センター 2022/3/18～3/21 横浜市

1509
東京2020 NIPPONフェスティバル
ONE –Our New Episode- Presented by Japan Airlines
Our Glorious Future～KANAGAWA 2021～

神奈川県
公益財団法人東京オリンピック・
パラリンピック競技大会組織委員

2021/8/10～8/22 横浜市

1510
令和３年度（2021年）吹奏楽コンクール
①第22回 支部吹奏楽コンクール（予選）
②第70回 神奈川県吹奏楽コンクール（県大会）

神奈川県吹奏楽連盟
2021/7/23～
2021/8/12

横浜市　他

1511 令和３年度神奈川県演劇フェスティバル 神奈川県演劇連盟
2021/9/30-
2021/12/12

横浜市　他

1512
川上音二郎没後110年貞奴生誕150年顕彰活動10周年メモリア
ルイヤー2021音貞オッペケ祭

音貞オッペケ祭実行委員会
2021/5/23-
2022/3/11
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1513 波止場のワークショップ2021 一般社団法人横浜若葉町計画
2021/8/31-
2021/9/14

1514 第38回鎌倉ジュニアオーケストラ定期演奏会 鎌倉ジュニアオーケストラ 2021/8/22 鎌倉市

1515  バリアフリーコンサーツ  愉音 2021/4/1-2022/3/31

1516 神奈川県青少年交響楽団定期演奏会（第206回・第207回）
公益財団法人神奈川県青少年交響
楽団

2021/7/19-
2021/12/19

1517 綾瀬市民オペラ「魔笛」 綾瀬でオペラを！の会 2021/10/31

1518
ミュージック・マスターズ・コース・ジャパンヨコハマ２０
２１

一般社団法人ミュージック・マス
ターズ・コース・ジャパン

2021/6/28-2021/7/4

1519 神奈川県の伝統人形芝居「乙女文楽」こども伝承教室 公益財団法人現代人形劇センター
2021/7/27-
2021/8/22

1520
アート・フォー・コミュニティ「寿町×子ども×食×アート
×SDGs」寿町の未来づくり

NPO法人あっちこっち 2021/7/1-2022/3/31

1521
多文化共生芸術ワークショップ＆リアル・配信公演「ヤング
ゴッチャ前期・後期」

一般社団法人グローバル文化協働
支援センター

2021/5/1-2022/3/27

1522  「ふたごやまから見えるおか」(仮)  オフィスマウンテン
2021/8/25-
2021/8/29

1523 第11回スプリングJazzコンサート 開成ジュニアアンサンブル 2022/3/20

1524 G.ヴェルディ　歌劇「ドン・カルロ」（５幕版） やまと国際オペラ協会
2022/3/12-
2022/3/13

1525 令和3年度神奈川フィル学校出張コンサート
公益財団法人神奈川フィルハーモ
ニー管弦楽団

2021/5/1-2021/7/31

1526
「音二郎と茅ヶ崎」「山田耕筰のピアノ音楽の世界」コン
サートと「赤とんぼ音頭」オンライン企画

湘南SHOW点
2021/10/24-
2022/3/27

1527  第41期新人育成オペラアンサンブル公演  公益財団法人日本オペラ振興会
2021/3/12-
2021/3/13

1528 第47回人形浄瑠璃自主公演 あつぎひがし座 2021/6/13

1529 第46回川崎大師薪能 川崎大師薪能実行委員会 2021/5/27

1530
まもなく100年、関東大震災から横浜港と横浜芸者を救った原
三渓

横浜芸妓組合 2021/3/1-2022/3/20

1531 とりふね舞踏舎創立30周年記念・KAAT提携公演「SAI-サイ」 とりふね舞踏舎 2021/7/31-2021/8/1

1532 第34回ヨコハマ・ワーグナー祭 横浜音楽文化協会 2022/1/9

1533
和楽器合奏「アンサンブルこゆう」演奏会および、その収録
と配信

鎌倉邦楽会 2021/7/2

1534 雅楽演奏会およびワークショップ Naoyuki MANABE GAGAKU Ensemble
2022/1/19-
2022/2/28

1535 SPACE FACTORY　2021　リトライ公演 SPACE　FACTORY
2021/8/13-
2021/8/15

1536 現代美術展「小田原ビエンナーレ2021」 小田原ビエンナーレ実行委員会
2021/7/14-
2021/8/23

1537 第60回記念神奈川県女流美術家協会展 神奈川県女流美術家協会
2021/12/1-
2021/12/5

1538
劇団カレーライス第55回公演「美よ咲き
Ｗｏｎｄｅｒｌａｎｄ」

劇団カレーライス
2021/6/10-
2021/6/13

1539
神奈川から発信！新しい子どもの歌・次世代に残したい子ど
もの歌

全日本児童音楽協会 2021/12/4

1540 うたごえ　さくらの会特別例会
特定非営利活動法人　童謡,唱歌,
世界民謡などを歌う・さくらの会

2021/10/7

1541
フロイデ・コーア・ヨコハマ第15回演奏会　ベートーヴェン
『ミサ・ソレムニス』

フロイデ・コーア・ヨコハマ 2021/9/12
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1542
和太鼓祭音25周年記念公演「祭りさんさん（燦々）　音のふ
るさと」

和太鼓祭音
2021/11/27-
2021/11/28

川崎市

1543 コロナ禍に打ち勝て。神楽舞を復興の桜で祈念して
特定非営利活動法人里神楽・神代
神楽研究会

2021/4/1-
2021/10/31

1544 第44回神奈川創元展 創元会神奈川支部 2021/11/８-11/14 横浜市

1545 第70回浜書展 横浜書道連盟 2021/8/18~8/21 横浜市

1546 第70回実朝祭短歌大会 鶴岡八幡宮 2021/8/9 鎌倉市

1547 高等学校演劇講習会
神奈川県（文化課・紅葉ケ丘駐在
事務所）

2021/7/30-7/31 横浜市

1548 中学校創作劇発表会
神奈川県（文化課・紅葉ケ丘駐在
事務所）

2021/8/4 横浜市

1549 中学校演劇講習会
神奈川県（文化課・紅葉ケ丘駐在
事務所）

2021/8/5-8/6 横浜市

1550 青少年ダンス講習会
神奈川県（文化課・紅葉ケ丘駐在
事務所）

2021/8/10-8/11 横浜市

1551 かながわ伝統文化こども歳時記
神奈川県（文化課・紅葉ケ丘駐在
事務所）

2021/8/14 横浜市

1552 マグカルシアター（DANCETERIA-ANNEX） 神奈川県 2021/7/21-7/23 横浜市

1553 マグカルシアター（砂からマカロン） 神奈川県 2021/8/13-8/15 横浜市

1554 マグカルシアター（TEAM IMITATION） 神奈川県 2021/8/19-8/22 横浜市

1555 青少年のための芝居塾 神奈川県 2021/8/25-8/29 横浜市

1556 マグカルシアター（Juggling Unit ピントクル） 神奈川県 2021/8/31-9/5 横浜市

1557 第56回神奈川県美術展・中高生特別企画展 神奈川県 2021/8/25-10/2
横浜市
厚木市

1558 静、愛と死～能とオペラの融合による創作舞台～ 神奈川県 2021/8/7 横浜市

1559 あつぎごちゃまぜフェス2021
あつぎごちゃまぜフェス実行委員
会、厚木市

2021/8/19~23 厚木市

1560
岡田利規作・演出
「未練の幽霊と怪物
－挫波、敦賀」

神奈川芸術文化財団
2021/6/5～
2021/6/26

横浜市

1561
KAAT Exhibition2021
「志村信裕展｜游動」 神奈川芸術文化財団

2021/9/9〜2021/10/8横浜市

1562
舞台芸術講座　青島広志の「もっと知りたい！創造する女
性！」

神奈川芸術文化財団 2021/9/25
横浜市

1563 CxC Composer's Journey（作曲家が作曲家を訪ねる旅）① 神奈川芸術文化財団 2021/11/6
横浜市

1564 CxC Composer's Journey（作曲家が作曲家を訪ねる旅）② 神奈川芸術文化財団 2022/1/8
横浜市

1565 中田恵子　オルガン･リサイタル 神奈川芸術文化財団 2021/10/9
横浜市

1566 オルガン･プロムナード･コンサート④ 神奈川芸術文化財団 2021/11/26
横浜市

1567 オルガン･クリスマスコンサート 神奈川芸術文化財団 2021/12/11
横浜市

1568 タニノクロウ作・演出「虹む街」 神奈川芸術文化財団 2021/6/6～6/20
横浜市

1569
KAATキッズ・プログラム2021　北村明子振付・演出「ククノ
チ ワクワク マナツノ ボウケン」

神奈川芸術文化財団 2021/7/12～7/19
横浜市

1570
野木萌葱作　シライケイタ演出　「湊横濱荒狗挽歌〜新粧、
三人吉三。」

神奈川芸術文化財団 2021/8/27～9/12
横浜市
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1571 長塚圭史演出「近松心中物語」 神奈川芸術文化財団 2021/9/4～9/20
横浜市

1572
ブルーノ・ジネール作曲「シャルリー　～茶色の朝」日本初
演

神奈川芸術文化財団 2021/10/30,31
横浜市

1573
創刊101年記念展　永遠に「新青年」なるもの―ミステリー・
ファッション・スポーツ―

神奈川近代文学館 2021/4/1-5/16 横浜市

1574
収蔵コレクション展20　生誕90年 三浦哲郎展―星をかたり
て、たれをもうらまず―

神奈川近代文学館 2021/5/22-7/18 横浜市

1575 収蔵コレクション展19　生誕100年 金達寿展 神奈川近代文学館 2021/5/22-7/18 横浜市

1576 佐藤さとる展―「コロボックル物語」とともに― 神奈川近代文学館 2021/7/22-9/26 横浜市

1577 樋口一葉展―わが詩はひとのいのちとなりぬべき 神奈川近代文学館 2021/10/2-11/28 横浜市

1578 「押絵と旅する男」（朗読：佐野史郎） 神奈川近代文学館 2021/4/17 横浜市

1579
「私の好きな『新青年』の作家たち――乱歩、久作、十蘭」
（講師：中条省平）

神奈川近代文学館 2021/4/24 横浜市

1580
「アッシャー家の末裔」「カリガリ博士」上映会（共催：文
芸映画を観る会）

神奈川近代文学館 2021/5/1-5/2 横浜市

1581
「『新青年』という運動体」(出演：芦辺拓、佐山一郎、浜田
雄介)

神奈川近代文学館 2021/5/8 横浜市

1582 「三浦哲郎―家霊を負った人―」（講師：勝又浩） 神奈川近代文学館 2021/6/19 横浜市

1583 「ベートーヴェンと日本近代文学」（講師：新保祐司） 神奈川近代文学館 2021/7/3 横浜市

1584 「三浦哲郎作品から」（出演：栗原小巻） 神奈川近代文学館 2021/7/17 横浜市

1585 「佐藤さとる講演会記録音声を聴く会」 神奈川近代文学館 2021/7/31,9/18 横浜市

1586 「被爆とわたくし」ＤＶＤ上映会 神奈川近代文学館 2021/8/9 横浜市

1587
かなぶんキッズクラブ「紙芝居がはじまるよ！」（出演：山
下康）

神奈川近代文学館 2021/8/11 横浜市

1588
かなぶんキッズクラブ「絵本であそぼ！」（出演：よこはま
文庫の会）

神奈川近代文学館 2021/8/21 横浜市

1589
ブックトーク「佐藤さとるさんのお話は、ふしぎがいっぱ
い」（出演：こけももの会）

神奈川近代文学館 2021/8/21 横浜市

1590 かなぶんキッズクラブ「子ども映画会」 神奈川近代文学館 2021/8/25,26 横浜市

1591
「佐藤さとる先生の思い出」（出演：柏葉幸子、野上暁、金
沢千秋）

神奈川近代文学館 2021/9/4 横浜市

1592
花音朗読コンサート 「佐藤さとるの世界」（出演：語りと音
楽・花音）

神奈川近代文学館 2021/9/11 横浜市

1593
武道祭2020－UNIVERSAL　BUDO　FESTIVAL　in YOKOHAMA
2020－

神奈川県 2021/9/4 横浜市

1594 2021広げよう！深めよう!!水彩でアートの輪!!! 蒼昊美術會 2021/７/23～11/14 横浜市

1595 黄金町バザール2021―サイドバイサイドの作り方
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

2021/10/1-10/31 横浜市

1596 第3４回神奈川書家三十人展 神奈川新聞社 2021/11/24-11/29 横浜市

1597 第28回伝統工芸神奈川会展
日本工芸会東日本支部神奈川研究
会

2021/8/11-８/17 横浜市

1598 第1回かながわ書道キッズコンクール 神奈川新聞社 2021/11/24-11/29 横浜市

1599
第62回公益社団法人日本総合書芸院展
第41回公益社団法人日本総合書芸院選抜展

公益社団法人日本総合書芸院
2021/8/5-8/11、
11/19-11/23

東京都、横浜市
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1600 YOKOHAMAゴスペルフェスティバル　VOL.14横濱ゴスペル祭
YOKOHAMAゴスペルフェスティバル
実行委員会

2021/8/29 横浜市

1601 神奈川県水墨画美術展 神奈川県水墨画美術協会 2021/10/26-10/31 横浜市

1602 第64回神奈川県合唱コンクール 神奈川県合唱連盟
2021/8/18、
2021/8/21

横浜市、相模原
市

1603
2022年日本の心と美の祭典　全日本きもの装いコンテスト関
東大会

公益社団法人全日本きものコンサ
ルタント協会神奈川支部

2021/11/21 横浜市

1604 第9回ふるさとお国自慢フォトコンテスト
全日本写真材料商組合連合会
関東甲信越静地区連盟

2022/1/7-2022/1/13 東京都

1605 第12回横浜太鼓祭～浜の和太鼓コンテスト～ 特定非営利活動法人打鼓音 2022/1/8-1/10 横浜市

1606 第132回　秋季民謡舞踊大会
一般社団法人神奈川県民謡協会本
部

2021/10/24 横浜市

1607
共生共創事業
横須賀シニア劇団「よっしゃ!!」
「賢治ととしの銀河鉄道」

神奈川県 2021/8/1-2022/3/31 オンライン配信

1608 中川一政 没後30年記念　－二つの中川一政美術館交流展－ 真鶴町立中川一政美術館 2021/9/4-11/28 真鶴町

1609 第20回湘南ひらつか市民演劇フェスティバル
湘南ひらつか市民演劇フェスティ
バル実行委員会

2020/9/27 平塚市

1610 オーボエとリュートで巡るヨーロッパの旅
クラングレーデ　コンサート事務
局

2021/12/16 横浜市

1611 第59回全国公募日書家展 日本書道家連盟 2021/9/8-9/13 横浜市

1612 素敵な出逢いフェスティバル
NPO法人ドリームエナジープロジェ
クト

2021/9/19 横浜市

1613 第11回関東地区高等学校和太鼓選手権 神奈川県 2021/8/24-8/25 海老名市

1614 横浜国際舞台芸術ミーティング2021
横浜国際舞台芸術ミーティング実
行委員会

2021/12/1-12/19 横浜市

1615 第23回ショパン国際ピアノコンクール in　ASIA
ショパン国際ピアノコンクール in
ASIA組織委員会

2021/9/28-
2022/2/14

川崎市、横浜市
他

1616 第37回新構造神奈川展 一般社団法人新構造神奈川支部 2021/10/５-10 川崎市

1617 第９回　野島　稔・よこすかピアノコンクール 公益財団法人横須賀芸術文化財団
2022/5/16-
2022/5/22

横須賀市

1618 第38回神奈川県現代俳句協会俳句大会 神奈川県現代俳句協会 2021/11/22 横浜市

1619 第92回川崎美術協会展 川崎美術協会 2021/10/19-10/24 川崎市

1620 第54回公募竹青社書展 竹青社 2021/11/24－11/29 横浜市

1621 第60回神奈川旺玄展 一般社団法人旺玄会金川支部 2021/11/16-11/22 横浜市

1622 第51回公募文化書道神奈川県連合会書道展 文化書道神奈川県連合会 2021/10/13-10/16 横浜市

1623 第37回芸術舞踊展　モダン＆バレエ
公益社団法人神奈川県芸術舞踊協
会

2021/10/30 横浜市

1624 第13回民謡グランプリ全国大会
民謡グランプリ全国大会実行委員
会

2021/11/23 横浜市

1625 第39回松苑書展・公募松苑学生書展 松苑書道研究会 2021/10/28～10/31 海老名市

1626 神奈川県下で伝承される伝統人形芝居　第11回乙女文楽公演 公益財団法人現代人形劇センター 2022/1/22～1/23 川崎市

1627
神奈川県子ども読書活動推進フォーラム　人間になるために
書く

神奈川県（県立図書館） 2021/11/28 横浜市

1628
オーケストラ・マミューズへようこそ（神奈川公演）親子で
楽しむクラシックコンサート

オーケストラ・マミューズ 2021/11/7 鎌倉市
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1629 第16回神奈川県知事杯コントラクトブリッジ競技会
特定非営利活動法人　横浜ブリッ
ジセンター
特定非営利活動法人　大船ブリッ

2021/11/27-11/28 横浜市、鎌倉市

1630 第六回横浜よさこい祭り～良い世さ来い 横浜よさこい祭り実行委員会 2021/10/17 横浜市

1631 第28回「写真・絵画展」
一般社団法人神奈川県自動車整備
振興会

2022/1/9-1/10 横浜市

1632 創立15周年記念　漢詩講演会 神奈川県漢詩連盟 2021/10/14 横浜市

1633
テレマン リコーダー、オーボエと通奏低音のためのトリオ・
ソナタ全曲演奏会 その2

クラングレーデ　コンサート事務
局

2022/1/27 横浜市

1634
「大人のための(音楽)鑑賞教室」ピアノ曲を学ぶ／ショパン
～弟子たちの証言～

相模原音楽家連盟 2021/10/15 相模原市

1635 第35回ヨコハマコンペティション
公益社団法人神奈川県芸術舞踊協
会

2021/11/18-11/21 横浜市

1636 第23回公募東京湘南絵画会展 東京湘南絵画会展 2022/5/12-5/18 東京都

1637 第46回湘南工芸家協会展 湘南工芸家協会 2021/11/5-11/9 平塚市

1638 第38回産経神奈川百選書展 産経新聞社横浜総局 2021/11/25-11/30 横浜市

1639 第13回　神奈川県障害者文化・芸術祭 神奈川県（障害福祉課） 2021/12/1-12/12 茅ケ崎市

1640 第64回二科神奈川支部展 二科神奈川支部 2022/６/1-６/６ 横浜市

1641 第70回神奈川文化賞・スポーツ賞贈呈式 神奈川県・神奈川新聞社 2021/11/3 横浜市

1642 第27回ヴィサン《人生百歳》ジョイント・コーラスフィスティバルinよこはま神奈川県合唱連盟 2021/11/18 大和市

1643 令和3年度「能楽ワークショップ」
神奈川県、公益財団法人鎌倉能舞
台

2022/3/21 横浜市

1644 (公社）日本バレエ協会関東神奈川ブロック第36回自主公演
(公社）日本バレエ協会関東神奈川
ブロック

2022/1/16 横浜市

1645 令和３年度（第50回）文化財保護ポスター事業 神奈川県（文化遺産課）
①2021/11/８-11/12
②2021/11/22-11/28
③2021/12/１-12/28

①横浜市②清川
村③葉山町

1646 公募　第49回　新芸書道展 全日本新芸書道会 2022/1/15～1/20 横浜市

1647 第44回日月書道展 日月書道会 2022/2/16～2/20 横浜市

1648 第38回定期演奏会 横浜国立大学　吹奏楽団 2021/12/28 川崎市

1649 2021　きらめくふるさと かながわ民俗芸能祭
神奈川県、神奈川県民俗芸能保存
協会

2021/12/5 横浜市

1650 見えない絵本コンサート「くるみ割り人形」 vivaMusica企画 2021/11/20 横浜市

1651
KAAT DANCE SERIES 2021×Dance Dance Dance @ YOKOHAMA
2021 「エリア50代」

神奈川芸術文化財団 2021/9/23～9/26
横浜市

1652
KAAT DANCE SERIES 2021×Dance Dance Dance @ YOKOHAMA
2021「 Noism Company Niigata×小林十市　A JOURNEY～記憶
の中の記憶へ」

神奈川芸術文化財団 2021/10/16・17
横浜市

1653 第34回人形劇まつりin川崎市民プラザ
かわさき人形劇まつり
実行委員会

2022/2/11 川崎市

1654
第24回湘南鎌倉フィルハーモニック管弦楽団定期演奏会
～身体にいい音楽会

NPO法人癒しの医療を考える会 2021/3/19 鎌倉市

1655 第76回定期演奏会 横浜市民吹奏楽団 2022/2/13 鎌倉市

1656 第46回神奈川県銘品盆栽展 神奈川県銘品盆栽会 2022/2/25〜2/27 鎌倉市

1657 第69回書作展 横浜書作協会 2022/3/23-3/27 横浜市
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1658 「日本の歳時記」❝日本のこころ　暮らしの中の年中行事❞
公益社団法人
服飾文化研究会

2022/1/12～26 横浜市

1659 第133回春季民謡コンクール
一般社団法人神奈川県民謡協会本
部

2022/2/27 横浜市

1660 クリスマスの音楽会＜音楽の贈り物＞ 声楽家団体アンフィニ 2021/12/25 横浜市

1661 文屋小百合ソプラノコンサート 声楽家団体アンフィニ 2022/3/12 横浜市

1662 「アルトゥロ・ウイの興隆」 神奈川芸術文化財団
2021/11/14～
2021/12/3

横浜市

1663
KAAT DANCE SERIES 2021
「Le Tambour de soie 綾の鼓」

神奈川芸術文化財団
2021/12/24～
2021/12/26

横浜市

1664 第16回IAC美術会　湘南工芸展 公募団体IAC美術協会湘南支部 2022/2/16～2/20 平塚市

1665 第１回神奈川文芸賞 神奈川新聞社
2023/5/1～
2023/12/31

横浜市

1666 第74回実朝忌俳句大会 一般社団法人　鎌倉同人会 2022/3/6 鎌倉市

1667 小田原城アートNOW梅華展2022 小田原文化芸術協会
2022/2/15〜
2022/2/27

小田原市

1668 第10回横浜開港アンデパンダン展
横浜開港アンデパンダン展
実行委員会

2022/3/29～4/4 横浜市

1669
横浜国際舞台芸術ミーティング 2021(YPAM2021)
ヤン・ジェン『Jasmine Town』

神奈川芸術文化財団 2021/12/17～12/18 横浜市

1670 カナガワ　リ・古典プロジェクト in 小田原
県（かながわの伝統文化の継承と
創造プロジェクト実行委員会）

2022/1/23 小田原市

1671
横濱音泉倶楽部FESTIVAL 2022 25th Anniversary ～ あなた
の好きな曲は何色？

横濱音泉倶楽部倶楽部 2022/2/19 横浜市

1672
共生共創事業　綾瀬シニア劇団「Hale」
8月オンライン稽古発表会『「注文の多い料理店」を遊んでみ
た！』

神奈川県
2021/12/9～
2022/3/31

オンライン配信

1673
共生共創事業　綾瀬シニア劇団「Hale」
9月オンライン稽古発表会「はじめての即興エンゲキ」

神奈川県
2022/1/12～
2022/3/31

オンライン配信

1674 寺原聖山個展 従心
寺原聖山個展 従心 実行委員会
（寺原聖山後援会）

2022/3/29～4/3
鎌倉市

1675 春の夜の音楽会＜新緑を彩る珠玉の名曲＞ 声楽家団体アンフィニ 2022/5/22 横浜市

1676 オルガン･プロムナード･コンサート⑤ 神奈川芸術文化財団 2022/1/28 横浜市

1677 オルガン･プロムナード･コンサート⑥ 神奈川芸術文化財団 2022/2/18 横浜市

1678
大塚直哉が誘うバロックの世界 Vol.1
バロックの生まれた時～オペラの誕生

神奈川芸術文化財団 2022/3/26 横浜市

1679
舞台芸術講座
オルガン「フーガの技法」～謎と魅力～①

神奈川芸術文化財団 2022/2/20 横浜市

1680
舞台芸術講座
オルガン「フーガの技法」～謎と魅力～②

神奈川芸術文化財団 2022/3/6 横浜市

1681
舞台芸術講座
オルガン「フーガの技法」～謎と魅力～③

神奈川芸術文化財団 2022/3/21 横浜市

1682 「冒険者たち　～JOURNEY TO THE WEST～」 神奈川芸術文化財団 2022/2/8～2/16 横浜市

1683 「ラビット・ホール」 神奈川芸術文化財団 2022/2/18～3/6 横浜市

1684 第133回春季大会
一般社団法人
神奈川県民謡協会

2022/４/17
横浜市

1685
宗次エンジェル基金／日本演奏連盟正会員のための公演活動
支援事業　佐藤ひでこピアノリサイタル

HS classic 2022/9/29 小田原市

1686 第38回かながわ音楽コンクール
かながわ音楽コンクール運営委員
会

2022/５/1・5/22 横浜市
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1687 第20回バレエコンクールIN横浜
公益社団法人日本バレエ協会関東
支部

2022/5/3・5/4 横浜市

1688 第88回県展（公募） 神奈川県美術家協会 2022/4/27・5/2 横浜市

1689 2022年　第44回　神奈美公募展 神奈川美術協会 2022/4/13・4/17 横浜市

1690 第22回　神奈川県ミュージカル「舞台裏の幸福」
神奈川県民ミュージカル実行委員
会

2022/9/10・9/11 鎌倉市

1691 日生劇場ファミリーフェスティヴァル2022
公益財団法人ニッセイ文化
振興財団（日生劇場）

2022/7/16～8/28 東京都

1692 五大路子ひとり芝居「横浜ローザ」 一般社団法人横浜夢座 2022/5/11～5/15 横浜市

1693 日本国際バレエフェスティバル
一般社団法人
日本国際バレエ協会

2022/8/8〜8/19 川崎市

1694 第71回板院展
一般社団法人
日本板画院

2022/6/23~6/30 東京都

1695 第53回彩象展 彩象美術協会 2022/5/24〜5/30 横浜市

1696
共生共創事業
スクランブル・ダンスプロジェクト「いま、生まれたばか
り」

文化課 2022/2/2～ オンライン配信

1697
共生共創事業
OriHime企画「星の王子さま」

文化課 2022/2/中旬～ オンライン配信

1698
共生共創事業
小田原シニア劇団「チリアクオールディーズ」
成果公演「つくづく、も」

文化課 2022/2/下旬～ オンライン配信

1699 第40回神奈川県ジュニア合唱祭 神奈川県合唱連盟 2022/3/27 横浜市

1700
第83回　国際文化交流　公益社団法人大日本書芸院展　第５
回学生部選抜　大日本書芸院展

公益社団法人大日本書芸院 2022/6/23-6/30 東京都

1701 第73回県民俳句大会 神奈川県俳句連盟 2022/4/28 茅ケ崎市

1702 家田紀子　ソプラノコンサート 声楽家団体アンフィニ 2022/5/5 横浜市

1703 堀口加奈子　ソプラノコンサート 声楽家団体アンフィニ 2022/6/26 横浜市

1704 フィギュアスケート名曲コンサートVol.2 声楽家団体アンフィニ 2022/7/30 川崎市

1705 岡坂弘毅テノールリサイタル 声楽家団体アンフィニ 2022/7/18 横浜市

1706 第６7回竹青社書展（会員展と選抜展併催） 竹青社 2022/4/7-4/12 横浜市

1707 帆船日本丸を愛する男声合唱団第26回定期演奏会 帆船日本丸を愛する男声合唱団 2022/5/1 横浜市

1708 第48回県民書連 神奈川県民書連
2022/8/8～8/19

川崎市

1709 和文化室礼展2022 小田原文化芸術協会 2022/8/9～8/14 小田原市

1710 県民のための能を知る会 公益財団法人鎌倉能舞台 2022/5/3〜2023/3/7 鎌倉市/横浜市

1711 第93回京浜川柳大会 神奈川県川柳協会 2022/4/29 横浜市

1712 第46回國藝書道院公募展 國藝書道院 2022/4/15～18 鎌倉市

1713 第71回神奈川県歌人会　短歌大会 神奈川県歌人会 2022/4/16 相模原市

1714 相模原市総合写真祭フォトシティさがみはら２０２２
さがみはら総合写真祭フォトシ
ティさがみはら２０２２

2022/4/1-2023/3/31 相模原市



神奈川文化プログラム認証事業一覧

Ｎｏ. 事   業   名 主催団体名 実施期間 開催場所

※記載されている事業は認証時点の情報です。なお、2020年度以降に認証し新型コロナウイルス感染症の拡大防止の影響等により中止となった
事業については、事業名の右隣に（中止）と表記しています。

1715 第72回神奈川県華道展 神奈川県華道連盟 2022/5/18-23 川崎市

1716 第43回神奈川地区連合大会
一般財団法人日本郷土民謡協会神
奈川地区連合会

2022/6/19 横浜市

1717 第45回全日本おかあさんコーラス神奈川県大会 神奈川県合唱連盟 2022/4/23 横浜市

1718 第44回神奈川独立美術展 神奈川独立美術の会 2022/6/29-7/3 横浜市

1719
公認　神奈川県吟剣詩舞道総連盟　第68回令和４年度
全国吟詠コンクール

公益財団法人　日本吟剣詩舞振興
会公認　神奈川県吟剣詩舞道総連
盟

2022/4/10.5/8 横浜市

1720 小田原城アートNOW 梅華展2023 小田原文化芸術協会 2023/2/7-2/19 小田原市

1721
共生共創事業
OriHimeプロジェクト　ドキュメンタリー映画「ここに、い
る。～分身ロボットと創る『星の王子さま』～」

神奈川県 2022/3/4～ オンライン

1722
共生共創事業
綾瀬シニア劇団Hale
成果公演「マスクの国のツンデレラ」

神奈川県 2022/3月中旬～ オンライン

1723
共生共創事業
綾瀬シニア劇団Hale
ドキュメンタリー動画

神奈川県 2022/3月下旬～ オンライン

1724
共生共創事業
西アフリカのあそび歌「マクル」

神奈川県 2022/3月下旬～ オンライン

1725
共生共創事業
チャレンジ・オブ・ザ・シルバー成果公演「Terminal」

神奈川県 2022/3月下旬～ オンライン

1726
共生共創事業
ドキュメンタリー動画

神奈川県 2022/3月下旬～ オンライン

1727 秋の夜の音楽会　A Night of the Opera 声楽家団体アンフィニ 2022/9/4 川崎市

1728 Pop's Duo Live 2022 声楽家団体アンフィニ 2022/8/27 横浜市

1729 声楽家団体アンフィニ主催　オペレッタ『こうもり』 声楽家団体アンフィニ 2022/12/10 横浜市

1730 有形と無形の文化　鎌倉彫と能楽 C Junction
①2022/5/14
②2022/6/29
③2022/7/9

鎌倉市


