




























平成29年度　横浜にぎわい座　事業一覧　

No. 実施時期
主催・共

催・協力等
事業名 会場 事業内容

入場者・参加者数
見込み（人）

実施回数

1 4月-3月 主催 横浜にぎわい寄席 芸能ホール

毎月1～7日に開催する、公益社団法人落語芸術協会と一般社団法
人落語協会による合同公演。両協会に所属芸人が同じ日の寄席に
出演する、「横浜にぎわい独自の顔付け」で、落語と色物を楽しんで
いただく寄席形式の公演。【四～七月は開場15周年記念事業として
開催】

8,400 84

2 4月-3月 主催 名作落語の夕べ 芸能ホール

真打4人が古典落語をじっくり聞かせる、落語通を満足させる企画。
今年度から出演者の幅を広げ、より企画性の高い公演に改訂。チ
ケット料金、販売方法も変更し、集客につなげる。
【四～七月は開場15周年記念事業として開催】

1,320 12

3 4月-3月 主催 企画公演（演芸バラエティ） 芸能ホール

毎月8～15日に実施する、落語・漫才・コント・講談・浪曲・奇術から
喜劇や軽演劇等幅広くバラエティに富んだ内容を日替わりで提供す
る公演。ネタおろしや新作の発表、季節にちなんだ企画等、にぎわ
い座ならではのラインナップ。【四～七月は開場15周年記念事業とし

28,500 103

4 4月-3月 主催 企画公演（のげシャーレ公演） 小ホール
小ホールの規模・特性に合った内容・出演者によるお笑いライブ等
の公演。【四～七月は開場15周年記念事業として開催】

1,200 10

5 12月 主催 にぎわい座・能楽堂　連携公演 芸能ホール
横浜能楽堂と連携し、狂言と落語のコラボレーションなどにぎわい座
オリジナル公演を開催。十二月興行内で実施予定。

200 1

6 4月-3月 主催 登竜門シリーズ in のげシャーレ（若手育成） 小ホール
二ツ目から真打昇進5年目以内程度の若手演者の研鑽を積み、人
気を定着させていくための場とするためのシリーズ公演。
【四～七月は開場15周年記念事業として開催】

2,000 20

7 4月-3月 主催
大人のための寄席体験
「落語のトビラ」3、4

小ホール
観客創造を目的にした講座型公演。若手落語家が案内役を務め、
落語鑑賞、トークで寄席や落語をより楽しむヒントを提供。終演後は
野毛の逸品を囲んでの交流会を開催。

140 2

8 通年 主催 寄席文化体験 小ホール／その他
寄席文字体験など寄席の文化を知るワークショップ。様々なチャネ
ルで大衆芸能に触れる機会を創出。

40 5

9 10月-1月 共催 野毛まちなかキャンパス 小ホール／その他
野毛周辺の魅力を紹介する社会人向け大学講座。野毛地区まちづ
くり会、横浜商科大学との共催事業。「演芸場の舞台裏」「寄席や落
語の楽しみ方」など。

30 5

10 通年 主催 バックステージツアー 芸能ホール／その他
普段知る機会が少ない舞台裏を、寄席を楽しむミニレクチャーを交
えて紹介。春休み、夏休みはこども向けに実施。それ以外も団体や
旅行企画等、要望に合わせて開催。

100 8

11 通年 主催 アウトリーチ 館外

29年度のアウトリーチ重点テーマである「高齢者施設」への出前演
芸会、黄金町バザールでのアウトリーチ公演など。施設への来館が
難しい方向けや、個性的なロケーションで実施。大衆芸能の可能性
を広げる。

200 5

12 6月-10月 主催 寄席体験プログラム 芸能ホール
西区・中区の小学校４～６年生を対象に、にぎわい寄席開催時の午
前中に来館してもらい「寄席文化」を体験する公演。事業効果を高め
るために教員向け講座の開催も。

1,800 6

13 7月-3月 主催
横浜市芸術文化教育プラットフォーム
学校プログラム

その他
全市的な取り組みである「横浜市芸術文化教育ブログラム推進事
業」に、大衆芸能等の分野のコーディネーターとして参画し、小中学
校へのアウトリーチ活動を実施。

300 3

14 通年 協力等 教育機関連携事業 その他
教育委員会、幼稚園などからの要請に応じて実施する教育プログラ
ムや落語を主題にした教員向け研修会の企画提供など。

200 3

15 通年 主催
情報事業
チラシ、ポスターの配架

館内
自主事業のチラシには「スタッフのお薦めコメント」をつけて、親しみ
やすさと公演の魅力を紹介。他会場公演チラシも分かりやすく配架
する。

- 1

16 通年 主催
情報事業
電子大福帳

　その他
全ての公演情報、演者を入力し、大衆芸能のアーカイブ化と継承に
活用。

- 1

17 通年 主催
情報事業
情報提供、相談対応

その他
催事開催に関する相談対応や出演者の紹介などのコーディネート
業務。

- 1

18 通年 主催
広報事業
事業広報、プロモーション

その他

ホームページ運営、Twitter配信、メールニュース発行など。Twitter
は地域の行事や大衆芸能に関するミニ知識を交えて配信。区民優
待デー、開場15周年などのキャンペーンを通じて、にぎわい座全体
の広報を実施。

- 1

19 3月 主催
広報事業
メディア懇談会

その他
記者や編集者を対象にした懇談会を開催し、にぎわい座の活動を紹
介。

- 1

20 通年 主催
展示事業
企画展、特別展、黄金町バザール2017サテライト
展示

2階情報コーナー

企画展（中島修展、お笑いぱっちり倶楽部写真展、寄席文字展ほ
か、
黄金町バザール2017サテライト展示、
特別展（野毛大道芸展、干支の絵展）など。

- 7

21 通年 主催 館内装飾 全館
季節らしい館内装飾により、ホスピタリティを向上。市内のアーティス
トにより演芸場らしい館内展示も開催。

- 1

22 通年 主催
街のにぎわいづくりへの寄与
野毛の飲食、物販との連携プロモーション

その他
野毛通手形と公演チケットの組み合わせ、街コンへの協力など公演
鑑賞の楽しみに野毛での飲食の楽しみが加わる企画を実施し、地
域の活性化に寄与。

- 5

31 通年 共催 街のにぎわいづくりのための地域との共催事業 小ホール
地域の団体が企画する文化活動に対して、にぎわい座施設の提供
等の協力を通じて、地域の活性化に寄与していきます。

1,500 5

23 通年 主催
街のにぎわいづくりへの寄与
MM21地区からの誘客

芸能ホール／小ホール
MM21地区の就業者の交流団体（MMｃｃ、かもめスクールなど）向け
のイベントを開催し、人の流れを創出。

100 3

24 通年 協力等 市民サポーターほか その他
アウトリーチ、広報活動、鑑賞者開拓に市民の力を活かし、ともにに
ぎわい座を盛り上げていただく。職業体験やアートマネジメント実
習、リサーチなどにも積極的に協力。

20 5

25 8月-11月 その他 ヨコハマトリエンナーレ2017　協力 その他 組織委員会からの要請により、連携企画や広報協力を実施。 - 1
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26 通年 主催 2020年オリンピック・パラリンピック東京大会関連 芸能ホール／小ホール
外国人による公演モニターの実施や、外国人のための寄席体験プ
ログラムなど。

- 1

27 2月 共催
TPAM
国際舞台芸術ミーティングin横浜2018　協力

小ホール
TPAM参加カンパニーに小ホールを優先的に提供し、公演運営に協
力。

300 1

28 2月 共催
横浜ダンスコレクション 2018
のげシャーレ公演　共催

小ホール 小ホールを優先的に提供し、公演運営に協力。 150 1

29 通年 主催
大衆芸能普及活動
貸切公演、修学旅行など

芸能ホール／小ホール
団体による貸切公演の受託や修学旅行、横浜遠足の受け入れなど
に積極的に推進し、大衆芸能未経験者向けの鑑賞、参加、体験の
機会を創出。

1,800 6


