
2011.12.17Sat.18 Sun. 17:00～21:00 大岡川ライトアップ 「光の回廊」
17日㈯ • 18日㈰ 15:00～光の水辺コンサート , ホッとHotカフェ／16:00～キャンドルナイト
メイン会場 :蒔田公園 • ふれあいアクアパーク (横浜市営地下鉄「吉野町駅」「蒔田駅」、京浜急行線「南太田駅」より徒歩 5分 )

お問合わせ :大岡川アートプロジェクト実行委員会 070-5557-9924 (事務局：杉山 )または 045-243-9261(吉野町市民プラザ )／ E-mail : info@ohokagawa-art.org ／http://ohokagawa-art.org/

季節はめぐり 人はめぐり 光はめぐる

みなみ区民文化活動支援事業
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17日㈯ •18日㈰17:00–21:00※最終日は20:00まで

大岡川ライトアップ 「光の回廊」 〈会 場〉 大岡川プロムナード
中村敬による伊沢和紙を使った行燈で光の回廊を作り出します。

首都高ライトアップ〈会 場〉 ふれあいアクアパーク
首都高速道路の橋げたを映像でライトアップします。

また、今年は新しい試みとして、カヌーが大岡川を彩ります。

中村敬 Kei Nakamura／アートディレクター
京都出身。武蔵野美術大学大学院修了。光や
動きを取り入れた装置で空間をデザイン。近
年は古い民家再生、和紙インテリアブランド
設立などデザイン•アートを活用して地域社会
を活性化するプロジェクトに取り組んでいる。
http://keiatorie.exblog.jp/

キャンドルナイト 
17㈯ •18日㈰ 16:00–19:00
今年はペットボトルツリーを中心に、皆さまにキャンドルを並

べて点灯していただきます。震災復興の願いも込めて、ご参加

ください。そのほか、子どもたちが回り灯篭を制作中。

〈会場〉蒔田公園  •  ふれあいアクアパーク (親水広場 )

　  HOT カフェ 15:00–19:00
屋台では今年も温かい飲み物や食べ物、季節の作品などをご用

意してお待ちしています。

〈会 場〉 蒔田公園

17日㈯
〈MENU〉吉野町ナポリタン ( 吉野町町内会 )、スープ＆パン ( めぐ

カフェ )、手づくり雑貨 (ギャラリー＊ショップちりめんや )、

竹灯篭 (よこはま里山研究所NORAはまどま )ほか

18日㈰
〈MENU〉オニオングラタンスープ、ペンネミートソース、ロール

キャベツ、ワッフル、ソーセージ、ホットワイン ほか

(宮  • 宿  • 花 1 • 2丁目町内会 )

水辺の光コンサート 15:00–19:00
水辺の風景が見えるふれあいアクアパークで、

トワイライトからの楽しいコンサート。

〈会場〉 蒔田公園 • ふれあいアクアパーク (親水広場 )

17日㈯
〈出 演〉 日枝小学校キッズクラブ

 蒔田中学校吹奏楽部

 ブリーズ (バンド )

 NDB26 (金管アンサンブル )

 井上亜美 &ジェリクルー Y (コーラス )

 TIDE

18日㈰
〈出 演〉 H-Kid’s dance Yokohama

 共進中学校吹奏楽部

 和太鼓 撥當
 前里町 4丁目町内会バンド
 Hot Club de Yokohama
 ビッグバンド NAZCA

※悪天候の場合、光の水辺コンサートは吉野町市民プラザホールにて開催します。キャンドルナイト及びホッと HOTカフェは中止となります。
※イベントスケジュール及び出演団体は予告なく変更される場合があります。

※写真は“光のぷろむなぁど 2010”の様子です。

関連イベント (別途チラシをご覧ください )光の作品展示  17日㈯ •18日㈰17:00–

共進中学校美術部、蒔田中学校美術部、

よこはま里山研究所 NORA はまどま、匠
(切り絵 )ほか 〈会場〉蒔田公園

ロビーコンサート  17日㈯ 17:15–
〈出 演〉合唱団ジェリクルー Y
〈会 場〉フォーラム南太田

クリスマスマーケット in吉野町
17日㈯ •18日㈰ 11:00–17:00
手づくりアート作品の市を開催し

ます。クリスマスのお買いものを

お楽しみください。

〈会 場〉吉野町市民プラザ 2階

光のフォトコンテスト
今年の「光のぷろむなぁど 2011」
の写真を公募します。奮ってご参加

ください！ (募集期間 12/20～ 1/24)

★2月に吉野町市民プラザで展示予定。

■主催 :大岡川アートプロジェクト実行委員会 ■共催 :公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 ｢横浜アートサイト｣  ■後援 :横浜市文化観光局、南区役所 (みなみ区民文化活動支援事業 )、神奈川新聞社、t v k、FMヨコハマ、横浜市ケーブルテレビ協議会 ■協賛 :横浜みなとマリン
ライオンズクラブ、三徳エステート株式会社、株式会社山武、横浜建物管理協同組合、鹿島 • 五洋 • 松尾建設共同事業体、子供会蒔田支部、旅館 松島 • 料理処松風苑、株式会社平岡電機工事、嵯峨乃家本店、お三の宮通りまちづくり委員会、お三の宮通り商店会、医療法人佐藤病院、
株式会社グローバル横浜警備保障、株式会社浅岡装飾、株式会社サニテック、カメヤマキャンドルハウス、三本コーヒー株式会社、コカ • コーラセントラルジャパン株式会社、株式会社アペックス、JOJO、梅の木南太田店、テラ • アマータ、ガナパティ、サークル K横浜吉野町店、
横浜信用金庫吉野町支店、Marc、おにぎり弁慶、カッセルカフェ、ぱあら～泉、かめや、 おはしカフェ • ガスト横浜宮元町店、西遊記、味香苑、K ’s cafe 527、ウォーキングハーモニー、守家工務店、横浜バッヂ、ミナミファーマシー ■広報協力 : 横浜市交通局、横浜テレビ局、
株式会社タウンニュース社 ■ 協力 :蒔田地区連合町内会、お三の宮地区連合町内会、南太田 1丁目第 1 • 第 2 • 第 3 • 第 4町内会、吉野町町内会、清水ヶ丘第 1町内会、 蒔田公園愛護会、横浜市立横浜商業高等学校、横浜市立蒔田中学校、横浜市立共進中学校、横浜市立日枝小学校、
横浜市立南太田小学校、日枝小放課後キッズクラブ、南太田小放課後キッズクラブ、蒔田小はまっこふれあいスクール、横浜商業高校 PTAおやじの会、蒔田中学校 PTAおやじの会、南太田小学校 PTA、睦地域ケアプラザ、横浜市カヌー協会、NPO法人ソフトエネルギー
プロジェクト、匠 (切り絵 )、NPO法人 よこはま里山研究所 NORA はまどま、劇団ひまわり、伊沢和紙工房、t v kコミュニケーションズ、神奈川県横浜川崎治水事務所、横浜市環境創造局、南土木事務所、男女共同参画センター横浜南、横浜市吉野町市民プラザ (順不同 )


