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港北芸術祭のあゆみ

港北区地域文化振興懇話会設立
港北文化祭アートピアを開催（港北芸術祭の前身）
‖KOHOKU STRINGS CONCERT
‖永遠の華　押し花の世界
‖日本伝統音楽の夕べ
‖小さな芸術家たちの大きな才能
‖アルゼンチンタンゴ
‖港北シネマふぇすた　フランス映画黄金時代　巨匠ルネ・クレールの世界
‖華麗なるウィーンの響き
‖大倉山JAZZクラブ　2ndライブ

港北芸術祭が開始
【秋の部】
‖ミュージカル・オブ・アフジメリカ　UBU-BOMI！～いのちのひびき～
‖ミシェル・ダルベルト　ピアノリサイタル
‖港北シネマふぇすた　ヌーベルバーグの旗手たち
‖堀了介とその仲間たち
‖大倉山JAZZクラブatアリーナ
【春の部】
‖春の宴　さまざまな音楽たちの出会い
‖MODERN DANCE アキコ・カンダとダンスカンパニー特別公演
‖港北アートギャラリー
‖港北シネマふぇすた　懐かしの名女優
‖大倉山JAZZクラブ　ファンタジーコンサート
‖邦楽LIVE in雲松院

‖大倉山JAZZクラブ　デキシースペシャル
‖港北クラシックコンサート　室内楽スペシャル
‖シルクロード音夢紀行　幻の古楽器によるシルクロードの響き
‖港北クラシックコンサート　日本の歌＆オペラの名曲
‖ある市井の徒
‖港北シネマふぇすた　フランス映画黄金時代
‖小松原庸子　フラメンコ舞踊の世界

‖港北クラシックコンサート　世界うたの旅
‖大倉山JAZZクラブ　杉浦良三ラテンジャズグループ“ラテンジャズの魅力”
‖港北クラシックコンサート　チェロの響き
‖港北シネマふぇすた　映画誕生100年記念特選名画の日
‖邦楽ライブｉｎ大倉山　港北三曲会創立10周年記念公演
‖人形劇公演「タマゴ」「あやとじろきちおおかみ」
‖港北クラシックコンサート　コンスタンティン＆ユリア・ガネフ　ピアノデュオリサイタル
‖港北アートギャラリー
‖小島章司フラメンコ’95　POR SOLEA　ポル・ソレア

‖大倉山JAZZクラブ　スペシャルビッグバンド
‖月夜のサンタマリア
‖あの歌、この歌
‖ファンタシーア・デ・フラメンコ
‖港北区クラシックコンサート　ドイツ・ロマン派の調べ

‖THE KING
‖オペラは楽しい
‖和太鼓の魅力

‖港北アートギャラリー
‖横浜ローザ
‖ファンタジージャズコンサート
‖港北ニューイヤーコンサートｉｎみなとみらい

‖クラシックリクエストコンサート
‖港北書道展
‖港北絵画展
‖バロック音楽の楽しみ
‖魅惑のフラメンコ

‖ニューヨークの思い出をあなたに
‖驚異の筝・尺八の世界
‖21世紀へはばたく日本の歌

‖横浜ローザ
‖乙女文楽の愉しみ
‖バロック時代の音楽とダンス

‖森嘉子ゴスペルを踊る
‖港北　若い芽のコンサート
‖原田靖＆シティ・スウィンガーズ

‖あそぼーっと夢inアリーナ
KOHOKUフェスティバル開催

【開設・開館等】
‖横浜ラポール（横浜市障害者ス
ポーツ文化センター）

‖横浜市総合保健医療センター
　

‖横浜市営地下鉄３号線
　（新横浜～あざみ野）開通

‖行政区再編成により、区の北西部
地域が都筑区に編入

【開設・開館等】
‖新横浜駅行政サービスコーナー

【開設・開館等】
‖新吉田地域ケアプラザ開設
‖日吉駅行政サービスコーナー開設

【開設・開館等】
‖横浜市篠原地区センター
‖横浜市篠原地域ケアプラザ

‖「かながわ・ゆめ国体」秋季大会が日産ス
タジアム（横浜国際総合競技場）で開幕

【開設・開館等】
‖日産スタジアム（横浜国際総合競技場）
‖日産フィールド小机（小机競技場）
‖日産ウォーターパーク（スポーツコ
ミュニティプラザ）

‖横浜市スポーツ医科学センター

‖松の川緑道オープン

【開設・開館等】
‖横浜市高田地域ケアプラザ
‖横浜市下田地域ケアプラザ
‖横浜市大豆戸地域ケアプラザ
‖横浜市港北国際交流ラウンジ

‖2002 FIFAワールドカップ™の決
勝戦が日産スタジアムで開催

‖鶴見川にアゴヒゲアザラシのタマ
ちゃん出現

【開設・開館等】
‖横浜市樽町地域ケアプラザ

‖宇宙飛行士・毛利衛が日本人で初
めてスペースシャトルに搭乗

‖横浜大洋ホエールズが球団名を
横浜ベイスターズに変更

‖横浜・八景島シーパラダイスが
オープン

‖Jリーグ（日本プロサッカーリー
グ）発足

‖横浜ランドマークタワー開業

‖日本人初の女性宇宙飛行士・向井
千秋を乗せたスペースシャトルが
打ち上げ

‖青葉区と都筑区の新設により、区
内の行政区が18に

‖阪神・淡路大震災発生
‖横浜市歴史博物館がオープン
‖地下鉄サリン事件発生

‖羽生善治が史上初、将棋のタイト
ル七冠独占を達成

‖横浜能楽堂が開館

‖消費税５％に
‖クイーンズスクエア横浜開業

‖長野オリンピック開催
‖横浜みなとみらいホールがオー
プン

‖横浜ベイスターズ38年ぶり日本一

‖横浜動物園ズーラシア開園
‖横浜市営地下鉄（戸塚～湘南台）
が開通

‖横浜ワールドポーターズがオー
プン

‖横浜フィルムコミッション設立
‖横浜情報文化センターがオープン

‖「横浜トリエンナーレ２００１」開催
‖9.11米同時多発テロ

‖赤レンガ倉庫がリニューアルオー
プン

‖横浜にぎわい座がオープン
‖横浜港大さん橋国際客船ターミ
ナルがリニューアルオープン
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‖港北寄席
‖デーモン小暮の邦楽維新Ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｉｏｎ横浜冬の陣
‖リコーダーワークショップ
‖東京リコーダーオーケストラがやってくる

‖ワークショップ「南インドの舞踊と太鼓」
‖南インド・伝統舞踊劇「カタカリ」
‖プラハ少年少女合唱団クリスマス・コンサート
‖モダンジャズの真髄　ニューイヤー・ジャズコンサート

‖ワークショップ「深沢和子のクラシックバレエによる颯爽ウォーキング」
‖ゲイリー・カー　クリスマスコンサート
‖バレエと音楽のｃｏｌｌａｂｏｒａｔｉｏｎ
‖神奈川ゴールデンコンサートｉｎ港北

‖東京キューバンボーイズ
‖仲道郁代の光のこどもたち
‖港北寄席

‖人形劇公演「大どろぼうホッツェンプロッツ」
‖D.グレイルザンマー　ピアノコンサート

‖港北寄席
‖角田健一ビッグバンド　ニューイヤージャズコンサート

港北芸術祭賛助会制度廃止
‖デーモン小暮の邦楽維新Collaborationと煩悩のハムレット
‖赤い靴の少女 母・かよの物語／真昼の夕焼け
‖港北区政70周年・横浜開港150周年記念事業「フラッシュダンス」「青少年ビッグバン
ドジャズ」「フェスタ・ムジカーレ港北」

‖アメリカンスペシャルジャズコンサート
‖江戸糸あやつり人形劇「注文の多い料理店」

‖港北ゴールデンコンサート
‖港北寄席

港北芸術祭20周年
‖まぼろしの篠原城

‖ラ・バーベラ・ブラザース・ビッグバンドJazz Concert
‖シンフォニア・アンサンブル・テレマン室内楽コンサート
‖ミズキーコンサート～中学生の音楽ひろば～（横浜音祭り2013連携事業）

‖港北ゴールデンコンサート
‖美女と野獣

‖角田健一ビッグバンドジャズコンサート
‖港北寄席　三遊亭円楽独演会

‖ヒダノ修一with太鼓マスターズコンサート
‖サンドアート・クラシック
‖ミズキーコンサート～中学生の音楽ひろば～（横浜音祭り2016連携事業）

港北芸術祭25周年
‖日野皓正クインテット
‖まぼろしの篠原城
‖港北ゴールデンコンサート

‖港北区総合庁舎の屋上緑化が完成
【開設・開館等】
‖新横浜・夢オアシス（鶴見川多目的
遊水地）

【開設・開館等】
‖横浜市城郷小机地区センター
‖横浜市城郷小机地域ケアプラザ

‖港北AAA（港北安全・安心まちづ
くり協議会）発足

‖市内初の地域子育て支援拠点ど
ろっぷ開設

‖区内初のオートモール複合型大
型商業施設が師岡町にオープン

‖横浜市日吉本町地域ケアプラザ
開館

‖横浜市営地下鉄グリーンライン
（港北区日吉～緑区中山間）開通

【開設・開館等】
‖横浜市師岡コミュニティハウス開館

‖港北区政70周年
‖新田緑道が延伸される
【開設・開館等】
‖港北区生活支援センター

‖港北区総合庁舎屋上に太陽電池
パネルを設置

‖港北エコアクション推進本部（「省
エネルギーの推進」・「みどりアッ
プの推進」・「ヨコハマ３R夢プラン
の推進」）発足

‖港北区と区内企業が、災害時にお
ける必要物資等の優先的な提供
及び借用に関する協定を締結

‖市内初のオープンガーデン（OPEN 
GARDEN)を港北区で実施

‖新横浜駅開業50周年
【開設・開館等】
‖横浜市新羽地域ケアプラザ
‖横浜市新羽コミュニティハウス

【開設・開館等】
‖師岡梅の丘公園（農村付公園）

‖港北区、港北区連合町内会、横浜
F・マリノスの３者で「ホームタウン
活動の協力に関する基本協定」を
締結

‖横浜アリーナが大規模改修を実施

‖小机城が「続日本100名城」に選ばれる
‖港北区と慶應義塾大学大学院シ
ステムデザイン・マネジメント研究
科が連携協定を締結

‖横浜都市発展記念館がオープン
‖横浜ユーラシア文化館がオープン

‖新潟県中越地震発生
‖横浜高速鉄道みなとみらい線開通

‖「横浜トリエンナーレ２００５」開催

‖第1回ワールド・ベースボール・ク
ラシック（WBC）で日本代表が
優勝

‖横浜アンパンマンこどもミュージ
アム＆モールがオープン

‖郵政民営化スタート

‖第４回アフリカ開発会議が横浜で
開催

‖「横浜トリエンナーレ２００８」開催
‖横浜松坂屋営業終了

‖横浜開港150周年イベント、開国
博Y150開催

‖羽田空港新国際ターミナル開業
‖横浜ビー・コルセアーズ結成
‖東北新幹線八戸・新青森間開通

‖東日本大震災発生
‖「横浜トリエンナーレ２０１１」開催
‖カップヌードルミュージアムがオープン
‖横浜ベイスターズが球団名を横
浜DeNAベイスターズに変更

‖東京スカイツリー開業
‖DanceDanceDance@YOKO
HAMA２０１２開催

‖みなとみらい線、東横線と副都心
線が直通運転開始

‖「第５回アフリカ開発会議」が横浜
で開催

‖2020年東京オリンピック・パラリ
ンピック開催決定

‖「横浜音祭り２０１３」開催

‖消費税が８％に
‖首都圏で記録的大雪、横浜の積雪28センチ
‖「横浜トリエンナーレ２０１４」開催
‖東海道新幹線開業50周年

‖横浜市内初のフルマラソン　横浜
マラソン開催

‖Dance Dance Dance @YOKO
HAMA２０１５開催

‖北海道新幹線開業
‖熊本地震発生
‖氷川丸が国の重要文化財に指定
‖バスケＢリーグ開幕
‖「横浜音祭り２０１６」開催

‖横浜北線（横羽線～第三京浜）開通
‖「横浜トリエンナーレ２０１７」開催
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出典 ： 横浜市港北区総務課（平成27年）『平成27年 港北グラフィック』
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