
令和3年6月21日現在

№ 事業名 団体名 分野項目 日程 会場 イベントＵＲＬ

1 品川薪能 品川区 芸能 2017.9.28 文庫の森（雨天時：きゅりあん）

2 品川区民芸術祭2017 品川区 音楽他 2017.9.9～11.26 きゅりあん、スクエア荏原　他

3 ふくしまつり2017＆1000日前フェスタ 品川区 音楽他 2017.9.9 しながわ中央公園多目的広場

4 品川ボランティアセンター「ほっとサロン」うたごえ広場
高齢者福祉団体
チーム潮クラブ

音楽
毎月第1土、

第3木・土、各曜日
こみぷら八潮、
南品川シルバーセンター他

5 keep-kimono-life（宿場まつり 和文化プレイスポット） keep-kimono-life 音楽、その他 2017.9.23～9.24 しながわ宿場まつり会場

6 第46回　荏原第五地区大運動会
青少年対策荏原
第五地区委員会

その他 2017.10.15 戸越小

7 第11回　第9を歌おう！inきゅりあん 品川区第9実行委員会 音楽 2017.12.23 きゅりあん大ホール

8 パラリンピック啓発講演会 品川区 舞踊、その他 2018.1.26 スクエア荏原

9 大井第二地区文化祭
大井第二地区
文化祭実行委員会

音楽、他 2018.2.24～2.25 大井第二地域センター複合施設

10 組曲「しながわ物語」演奏会 品川区 音楽、他 2018.9.2 きゅりあん大ホール

11 森下さくらまつり 大井森下町会 生活 2018.4.1 森下児童遊園

12 第14回　たけの音 NPO法人雅楽同友会 芸能 2018.5.22 きゅりあん小ホール

13 世代間交流事業　～昔のあそびをしませんか～
大井第三地区
支え愛活動会議

生活 2018.6.10 ウェルカムセンター原

14 品川区文化芸術フォーラム 品川区 その他 2018.7.12 区役所第三庁舎講堂

15 品川区「区民のいけばな展」文化イベント2018
品川区華道茶道
文化協会

生活・その他 2018.10.27～10.28 きゅりあんイベントホール

16 しながわ文化プログラム推進事業助成 品川区 その他 2018.9.1～2019.3.31 区内

17 品川薪能 品川区 芸能 2018.10.30 文庫の森（雨天時：きゅりあん）

18 障害者作品展 品川区 美術 2018.11.22～11.28 区役所第二庁舎３階展示スペース

19 アール・ブリュット展in荏原 品川区 美術 2018.11.07～11.15 スクエア荏原第一スタジオ

しながわ文化プログラム参加団体一覧
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20 第８回　キャンドルナイト　イン　八潮
NPO法人
八潮ハーモニー

音楽・美術・写真 2018.7.29～8.4 京浜運河・緑道公園

21 どじょうつかみと金魚すくい 大井森下町会 生活 2018.8.26 森下児童遊園

22 GOOD PARK！2018 品川区 音楽・美術・舞踊 2018.8.26 しながわ中央公園

23 GOTENYAMA ART & TECHNOLOGY WEEK  2018
御殿山ｴﾘｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
実行委員会

美術 2018.9.25～10.8 御殿山トラストシティ

24 スポーツフェスタ　ＯＺ 品川区 音楽・その他 2018.10.27 しながわ中央公園 https://shinagawa2020.jp/report/report2
018/1061/20181101091906/

25 「品川区民　秋のコンサート」 品川区 音楽 2018.11.10 きゅりあん８階　大ホール

26 写真展「後世に遺したい写真」
公益社団法人
日本写真家協会

写真 2018.10.25～11.24 光村グラフィックギャラリー

27 ＭＤＧりんごの木の会　モダンダンス発表会 ＭＤＧりんごの木の会 舞踊 2018.11.11 きゅりあん８階　大ホール

28 UNITE HEART FESTIVAL 品川区
音楽・美術・
写真・生活

2018.11.10 スクエア荏原

29 TOKYO CANAL LINKS
TOKYO CANAL LINKS
実行委員会

音楽・美術・演劇
2018.9.28～9.31、

2018.11.3～11.4
TENNOZ CANAL EAST

30 もけいで学ぼう！けんちくのしくみ2018
一般社団法人
日本建築文化保存協会

建築 2018.12.15～12.16 天王洲キャナルフェス会場内

31 神明雅楽 ＮＰＯ法人雅楽道友会 音楽・芸能 2018.10.28～2019.3.24 下神明天祖神社境内

32 品川ふれあいこどもまつり
品川ふれあいこどもまつり
実行委員会

音楽・演劇・
芸能・生活

2018.11.23～2019.2.11 スクエア荏原、きゅりあん

33 しながわ水辺の観光フェスタ
しながわ水辺の観光フェスタ
実行委員会

音楽・舞踊・生活 2018.10.6～10.7 東品川海上公園、天王洲公園

34 SHINAGAWA2020 CONCERT×TALK 品川区 音楽・その他 2018.11.10 スクエア荏原ひらつかホール https://shinagawa2020.jp/report/report2
018/1174/20181116091639/

35 体育の日記念事業
公益財団法人
品川区スポーツ協会

その他 2018.10.8 品川区立総合体育館

36 大井第二地区文化祭
大井第二地区活動会議
大井第二地区文化祭実行委員会

音楽・美術・写真・
生活・その他 2019.3.2～.3.3 大井第二地域センター複合施設

37
目黒川みんなのイルミネーション2018
冬の桜®ウィンターコンサート

目黒川みんなのイルミネー
ション実行委員会

音楽 2018.12.15 五反田ふれあい水辺広場

38 Bring the hope（戸越の日） Bring the hope実行委員会 音楽 2019.5.4 戸越公園・戸越小学校
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39 品川区民吹奏楽団　第11回定期演奏会 品川区民吹奏楽団 音楽 2019.5.5 きゅりあん大ホール http://shinasui.org/

40 品川フレンドリーマッチ2018 品川区 その他 2018.12.1 豊葉の杜学園アリーナ

41 第12回　第9を歌おう！ in きゅりあん しながわ第９実行委員会 音楽 2018.12.23 きゅりあん大ホール

42 SHINAGAWA2020パラリンピック スペシャルデー 品川区 その他 2019.2.2 スクエア荏原

43 デジタル・オリンピアート東京2019 ＮＰＯ法人　ＴOＳＮＥＴ 美術 2019.2.22～2019.2.27 大崎Ｏ美術館

44 トットＡＲＴＡフェス2019～わ　しながわvol・１ 社会福祉法人トット基金
音楽・美術・
演劇・舞踊

2019.3.1～3.5 トット文化会館、しながわＯ美術館、きゅりあん小ホール

45 童謡100周年「童謡」と「品川音頭」でまちづくり！ 「品川音頭」でまちづくり実行委員会 音楽 2019.2.11 きゅりあん小ホール

46 組曲「しながわ物語」演奏会 品川区 音楽 2020.3.29 きゅりあん大ホール

47 TOKYO MEGA ILLUMINATION（東京メガイルミネーション） 東京都競馬株式会社 その他 ～2019/3/31 大井競馬場 https://tokyomegaillumi.jp/

48 品川薪能 品川区 芸能 2019.5.28 文庫の森（雨天時はきゅりあん）

49 平成花見踊 平成花見踊楽座 舞踊 2019.4.20～21 戸越八幡神社　神楽殿
http://yuki.tumblr.com
/post/183629125467
/

50 森下さくらまつり 大井森下町会 生活 2019.3.31 森下児童公園

51 第２回世界伝統舞踊フェスティバル 伎音戯座 舞踊 2019.7/4 きゅりあん大ホール
https://www.facebook
.com/wazaogiza/

52 しながわ文化プログラム推進事業助成 品川区 その他（文化全般） 2019.7.1～2020.3.31 区内

53 区民レクリエーション大会 品川区
文学・音楽・
舞踊・生活

2019.4.14～11.17 区内

54 お花見ライブ 大井権現太鼓保存会 音楽 2019.4.7 しながわ中央公園

55 神明雅楽 特定非営利活動法人　雅楽道友会 音楽・芸能 2019.4.28～2020.3.29 下神明天祖神社

56 NPO法人八潮ハーモニー NPO法人八潮ハーモニー 美術 2019.8.2,3 京浜運河緑道公園

57 GOOD PARK！2019～アート、音楽、遊び、発明～ 品川区 音楽・美術・舞踏 2019.9.15 しながわ中央公園
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58 しながわ水辺の観光フェスタ
しながわ水辺の観光フェスタ
実行委員会 音楽・芸能 2019.10.5,6 東品川海上公園、天王洲公園　他 http://www.unga.jp/Unga/WaterfrontFesta

59 しながわTシャツアート2020展 しながわ美術家協会 美術 2019.9以降（原則1ヶ月１回） 区民公園、文化センター等

60 輪と和でつなぐ伝統文化まつり　しながわ風流 品川区伝統工芸保存会
美術・芸能・
伝統工芸

2019.9.28,29 北浜公園

61 しなが和プロジェクト"Discover琴″ 邦楽ネット品川 音楽 2019.8.8～12.22 品川区内各所

62 第13回 令和元年「第9を歌おう！」inきゅりあん しながわ第9実行委員会 音楽
2019.10.6～12.20

 本番12/22
きゅりあん大ホール https://www.facebook.com/groups/1318673974856402/

63 品川区民秋のコンサート 品川区・品川音楽文化協会 音楽 2019.11.16 きゅりあん８階・大ホール

64 体育の日記念事業 公益財団法人品川区スポーツ協会 その他 2019.10.14 品川区立総合体育館

65 「参加・体験・感動！品川ふれあいこどもまつり」品川ふれあいこどもまつり実行委員会 演劇 2019.12.3～2020.2.11 児童センター、すまいるスクール、きゅりあん

66 しながわ「ホッケー応援団」
株式会社
スーパーエキセントリックシアター

音楽・演劇・舞踊 2019.10～2020.3 区内小学校、すまいるスクール、児童館

67
TOKYO CANAL LINKS 2019
-ART FOR THE PEOPLE

TOKYO CANAL LINKS
実行委員会

音楽・美術・芸能 2019.11～2020.2 TENNOZ CANAL EAST

68 大井第二地区文化祭
大井第二地区活動会議
大井第二地区文化祭実行委員会

音楽・美術・写
真・生活・その他 2020.2.29、3.1 品川区大井第二地域センター複合施設

69
目黒川みんなのイルミネーション2019
冬の桜®ブルームコンサート

文化スポーツ振興部文化観光課 音楽 2019.11.8 五反田ふれあい水辺広場

70
Challenge & Move
～パラリンピック200日前記念イベント～

文化スポーツ振興部
オリンピック・パラリンピック準備課 音楽・舞踊 2020.2.8 品川区立総合区民会館　きゅりあん

71 品川区民吹奏楽団　第１２回定期演奏会 品川区民吹奏楽団 音楽 2020.5.4 品川区立総合区民会館　きゅりあん

72 しながわ文化プログラム推進事業助成 品川区 その他（文化全般） 2020.1.6 区内

73 品川薪能 雅楽道友会 芸能 2020.05.29 文庫の森（雨天時はきゅりあん）

74
インクルーシブNIPPON　Shinagawa2020
能・狂言特別講演

品川区 演劇
2020.03.6・7,7.26,8.1・

29・31,9.13
国立能楽堂・喜多能楽堂

75 品川区民コンサート 品川区 音楽 2020.05.23,11.21 きゅりあん　大ホール

76 品川区民作品展 品川区 美術・写真 2020.11.11～15 スクエア荏原
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77 株式会社スーパーエキセントリックシアター 株式会社スーパーエキセントリックシアター 演劇 2021.03.28 スクエア荏原イベントホール（仮）

78 SLOW CIRCUS LIVE&WORKSHOP in TENNOZ 特定非営利活動法人スローレーベル
サーカス公演
ワークショップ

2020.12.12,13
天王洲キャナルフェス会場
KIWA TENNOZ

79 船上の神明雅楽
特定非営利活動法人
雅楽道友会 音楽・芸能

2020.9.21-22、10.9-10・
30-31、11.20-21

お台場までとその航路

80 北品川ゴーアラウンド！ 北品川ゴーアラウンド！実行委員会 音楽、舞踊 2020.10.18 原美術館

81
キャナルアートモーメント品川2020
～Art Emperment～

一般社団法人
天王洲・キャナルサイド活性化協会 音楽 2020.10.10,11 天王洲キャナルイースト

82 しながわ水辺の観光フェスタ
しながわ水辺の観光フェスタ
実行委員会 音楽・その他 2020.10.10,11

水辺エリア（目黒川・天王洲・京浜運河）他
※ライブ配信あり

83
しながわの名人たちと木で遊ぶ。
「木　心－kigokoro－」

品川区伝統工芸保存会
その他
（伝統芸能）

①2020.10.25
②2021.3.27

①大崎「和える」
②きゅりあんイベントホール

84 品川区民吹奏楽団第12回定期演奏会 品川区民吹奏楽団 音楽 2021.5.3 きゅりあん　大ホール http://shinasui.org/

85 大井第二地区文化祭
大井第二地区活動会議
大井第二地区文化祭実行委員会 美術、写真 2021.3.6,7

品川区大井第二地域センター
複合施設

86 音楽で心に豊かさを　ムジかぶリンカ 田口麻衣 音楽 2021.2.20 CAFＥ＆HALL ours内　Ｒｏｏｍ1,2

87 しながわ文化プログラム推進事業助成 品川区
その他
（文化全般）

2021.4.1～2022.3.31 区内

88 品川薪能 品川区 芸能 2021.5.28 文庫の森（雨天時：きゅりあん）

89 品川区民春のコンサート 品川区・品川音楽文化協会 音楽 2021.5.22 きゅりあん　大ホール

90 MDGりんごの木の会 Dance Dream2021 MDGりんごの木の会
舞踊
（モダンダンス） 2021.6.12 きゅりあん　大ホール

91 わかまつり 株式会社curioswitch
文学・芸能・生活・
競技かるた 2021.8.28,29 B&C HALL

92 なかのぶジャズフェスティバル 有限会社品川音楽企画 音楽・舞踊 2021.4.1～2022.3.31 荏原文化センター他

93 SLOW CIRCUS PROJECT&MAKE-A-THON in SHINAGAWA 特定非営利活動法人スローレーベル
ワークショップ
サーカス
ものづくり

2021.7～8月末予定
2021.11月予定

94 環境問題をアートで考える MASKBOOK TOKYO 2021 LITTLE ARTISTS LEAGUE
美術・生活・
環境問題学習

2021.7.9～7.15 WHAT CAFÉ

95
メイドイン品川！世界へ発信！全ての世代が
楽しめるステージアート

to Rmansion 演劇 2021.9.24,25 中小企業センター
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96
インクルーシブNIPPON　Shinagawa発
2020能・狂言特別公演

品川区 演劇
2021.7.24

2021.8.1・22・28・29
国立能楽堂・喜多能楽堂

97 品川区民作品展 品川区 美術・写真 2021.11.10～14 スクエア荏原


