
情報｜横浜市民ギャラリー展覧会スケジュール  2017年6月～2017年9月 公園を散歩するように展覧会の散歩はいかがですか？どなたでも無料でご覧いただけます。※主催者の都合により会期等が変更になることがあります。
　2017年3月5日時点の情報です。

5／30～6／5  
［3F］
みずゑ展 公募第34回
爽蒼美術協会
みずゑ協会員、公募者による水彩・パ
ステル画100点。
10:00～18:00 ※初日13:00～、最終日～16:00

―――

5／30～6／5  
［2FA］
あとれす展 2017
絵画教室 あとれす横浜
絵画教室あとれす横浜会員による作
品発表展。油彩、パステルなど。
10:00～18:00 ※初日13:00～、最終日～15:00

―――

5／30～6／5  
［1F］
小川勝久 フォトアートグループ展
小川勝久フォトアート
「デジタルフォトアート」の自由な表現
による創作品50点。
10:00～18:00 ※初日13:00～、最終日～15:00

―――

5／31～6／5  
［2FB］
キルトサークル優 
第3回パッチワーク作品展
キルトサークル優
皆で楽しみながら作成したタペスト
リー～小物までの優しい作品。
10:00～17:00 ※最終日～16:00

―――

6／2～6／5  
［B1F］
横浜市PTA連絡協議会 第34回 
山下公園ファミリー写生大会展覧会
横浜市PTA連絡協議会
「山下公園ファミリー写生大会」家族
と暮らす横浜を描いた作品展。
10:00～17:00 ※最終日～15:00

―――

6／6～6／12  
［B1F／1F／2F／3F］
第12回 
横浜美術協会会員会友展
横浜美術協会グループヨコテン
横浜美術協会会員会友の作品、油
彩、日本画、彫刻、写真200点。
10:00～18:00 ※初日13:00～、最終日～15:00

―――

6／13～6／18  
［3F］
第25回 鎌倉・横浜スケッチ展
鎌倉・横浜スケッチ展
鎌倉・横浜の現地で描いた水彩ス
ケッチ、280点、出展者80名
10:00～17:00 ※初日13:00～、最終日～16:00

―――

6／13～6／18  
［1F／2F］
第57回 港の作家展
港の作家美術協会
会員86名による油彩・水彩・日本画によ
る絵画展。
10:00～18:00 ※初日13:00～、最終日～16:00

―――

6／20～6／26 
［2F／3FA］
公募 第20回中美神奈川展
中央美術協会  神奈川支部

1年間に教室で描いた油絵・パステルな
ど約40点。
10:00～17:00 ※最終日～16:00

―――

9／19～ 9／25 
［3F］
第5回 水彩連盟 神奈川支部展
水彩連盟  神奈川支部
20～100号の水彩作品。約72点。
10:00～18:00 ※初日14:00～、最終日～16:00

―――

9／19～ 9／25 
［2F］
第49回 神奈川現展
現代美術家協会  神奈川支部
現代の美術を中心に油彩、工芸、写真、

20回記念で油彩画中心に200号以下
約80点を公募含め展示。
10:00～17:30 ※初日14:00～、最終日～16:00

―――

6／21～6／26   
［1F］
第29回 こうなん綜合美術展
こうなん文化交流協会美術部会
美術愛好会員150名の絵画から手工芸
まで幅広いジャンルの展示。
10:00～17:00 ※最終日～15:00

―――

6／24～6／25   
［3FB］
第47回 
世界児童画展 神奈川展
公益財団法人美育文化協会
神奈川県内の入選作品約300点と海
外作品60数点を一堂に展示。
10:00～18:00 ※最終日～15:00

―――

6／27～7／3
［1F／2F／3F］
第41回 神奈川独立美術展
神奈川独立美術の会
油画を中心とした100～130号。
約100点。
10:00～18:00 ※初日14:00～、最終日～16:00

―――

7／5～7／10  
［B1F／1F／2F／3F］
第32回 21世紀国際書展
産経新聞社  横浜総局
県内を活動拠点とする書家の会派・
流派を超えた書道の公募展。
10:00～18:00 ※最終日～16:00

―――

7／12～7／16 
［B1F／1F／2F／3F］
第61回 凌雲書展
凌雲社
「古典に学び、個性のある書の美を拓
く」会員及び公募の書作展。
10:00～18:00 ※初日15:00～、最終日～16:00

―――

7／21～7／30 
［B1F／1F／2F／3F］
横浜市こどもの美術展2017
横浜市民ギャラリー
横浜市在住・在学の0～12歳の子ども
たちから絵画を募集して、応募作品
を全て展示。見て、参加して楽しむ展
覧会。
10:00～18:00
―――

8／1～8／7  
［2F］
第20回 偶然展
グループ偶然
個性豊かな洋画、日本画、版画、彫刻
等。計20名による約40点。
10:00～18:00 ※初日12:00～、最終日～16:00

―――

8／1～8／7  
［B1F／1F］
凹凸のある回転楕円体40
凹凸のある回転楕円体40
美術の先端とは？ 瞬いても40年、あぁ
電線上のスルメイカよ。
10:00～18:00 ※初日13:00～、最終日～17:00 

―――

立体等。約50点。
10:00～18:00 ※初日13:00～、最終日～16:00

―――

9／26～ 10／2 
［3FA］
美術団体 等迦会 
神奈川支部展
美術団体等迦会神奈川支部
50周年となる等迦会の神奈川支部展。
油彩中心、約40点。
10:00～18:00 ※初日12:00～、最終日～17:00

―――

9／26～ 10／2 
［3FB］
第8回 フォトクラブGENKI写真展
フォトクラブGENKI
いつまでも元気な者達の年1回の写

8／8～ 8／14  
［3F］
瓢蟲社同人写真展
瓢蟲社
写真作家14人による集団個展。
10:00～18:00 ※初日13:00～、最終日～15:00

―――

8／8～ 8／14  
［2F］
JPA 第27回 
ブルーベイヨコハマ展
一般社団法人  日本写真作家協会
JPA横浜市内の会員が中心の写真約
100点。
10:00～17:00 ※初日13:00～、最終日～16:00

―――

8／17～ 8／20  
［B1F／1F／2F／3F］
第16回 かながわシニア美術展
神奈川県高齢福祉課
日本画・洋画・彫刻・工芸・書・写真の
作品を展示。
10:00～17:45 ※最終日～15:00

―――

8／23～ 8／28  
［B1F／1F／2F／3F］
第66回 浜書展
横浜書道連盟
第66回を迎える書道の公募展。一般
部・学生部約400点。
10:00～18:00 ※最終日～16:00

―――

8／30～ 9／4  
［B1F／1F／2F／3F］
第55回 全国公募日書家展
日本書道家連盟
「書道作品」漢字、かな、少字数、篆
刻作品380点。
10:00～17:00 ※最終日～15:00

―――

9／5～ 9／11  
［B1F／1F／2F／3F］
第60回記念 太平洋神奈川展
（公募・巡回展）
太平洋美術会  神奈川支部
60年の歴史を誇る公募展。絵画、彫
刻、版画、染織約250点。
10:00～18:00 ※初日14:00～、最終日～16:00

―――

9／12～ 9／17  
［3F］
第30回記念 
三軌会 神奈川支部展
三軌会  神奈川支部
神奈川支部30回記念展。大作、小作、
約90点の油彩、アクリル画。
10:00～18:00 ※初日13:00～、最終日～16:00

―――

9／12～ 9／17  
［2F］
第一美術協会 
第40回記念湘南支部展
第一美術協会  湘南支部
油彩・水彩・墨絵・工芸等、会員の日々
の努力と成果が詰まっています。
10:00～18:00 ※初日15:00～、最終日～16:00

―――

9／13～ 9／17   
［1F］
第４回 小林アトリエS展
小林アトリエS

真展。
10:00～17:00  ※初日13:00～、最終日～15:00 

―――

9／27～ 10／1 
［2F］
神奈川県警察職員美術展
一般財団法人神奈川県警友会
県警察職員や警察OBが余暇に特技を活
かして創作した作品展。
10:00～18:00 ※最終日～15:00

―――
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ファッションとアート　麗しき東西交流
2017年4月15日［土］～6月25日［日］  10:00～18:00       
※5／17［水］は20:30（入館は閉館の30分前まで）  
横浜美術館
休館日｜木曜日（5月4日［木・祝］は開館）、5月8日［月］
料金｜一般1,500円、大学・高校生900円、中学生600円   小学生以下無料
※2017年6月2日（金）は観覧無料

横浜では初めての展示となる京都服飾文化研究財団（KCI）所蔵のドレスや服飾品約100点を中
心に、国内外の美術館や個人が所蔵する服飾品、工芸品、絵画、写真など計約200点を展観。
（会期中、一部展示替えがあります）

［お問合せ］ 〒220-0012 横浜市西区みなとみらい3-4-1  
TEL 045-221-0300  http://yokohama.art.museum/

あざみ野こどもぎゃらりぃ2017
2017年7月28日［金］～8月6日［日］  10:00～17:00  
8／6［日］のみ18:30まで   ※会期中無休 
横浜市民ギャラリーあざみ野 展示室1・2   入場無料 

毎年夏に開催する子どものための展覧会。今回は、アニメーションの仕組み
を楽しく体験できる展示や、子どもたちが撮影した写真の展示など。会期中は
ワークショップの他、最終日の夜にはエントランスロビーで映像と音楽の幻想
的なライブも。みんなで遊びにきてね！

［お問合せ］ 〒225-0012 横浜市青葉区あざみ野南1-17-3   
アートフォーラムあざみ野内   
TEL 045-910-5656   FAX 045-910-5674   http://artazamino.jp/

ヨコハマトリエンナーレ2017「島と星座とガラパゴス」
2017年8月4日［金］～11月5日［日］  10:00～18:00 
横浜美術館、横浜赤レンガ倉庫1号館ほか
休場日｜第2・4木曜日
鑑賞券（横浜美術館、横浜赤レンガ倉庫1号館、横浜市開港記念会館地下に会期中1回

ずつ入場）｜一般1,500円（1,800円）、大学・専門学校生900円（1,200円）、高
校生500円（800円）、中学生以下無料  ※カッコ内は当日券料金

ヨコハマトリエンナーレ2017「島と星座とガラパゴス」は、世界の「接続性」と
「孤立」の状況について様々な角度から考え、先行きの見えない複雑な時代
に、人間の勇気と想像力や創造力がどのような可能性を拓くことができるの
か、みなさまとともに考え、新たな視点を開港の地・横浜から発信します。

ターナー 「ドレス」 1870年代 京都服飾文化研究財団蔵    リチャード・ホートン撮影

昨年度の展示の様子　photo:吉田和生

情報｜催し物ピックアップ

［お問合せ］ 横浜トリエンナーレ組織委員会事務局
〒220-0012横浜市西区みなとみらい3-4-1  横浜美術館内   TEL 045-663-7232  FAX 045-681-7606　 http://www.yokohamatriennale.jp

かながわ信用金庫かながわ信用金庫
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〒220-0031 横浜市西区宮崎町26-1  TEL 045-315-2828   FAX 045-315-3033
10:00～18:00 （入場は17:30まで）  毎月第3月曜日、年末年始休館

 ［交通案内］
電車でのアクセス

•JR・横浜市営地下鉄「桜木町駅」から徒歩10分  ※紅葉橋交差点を過ぎて左斜め　の道を進みます。

•京急「日ノ出町駅」から徒歩8分  ※野毛坂交差点を戸部方面に右側歩道を進み　の坂道を上がります。

バスでのアクセス

•市営バス103系統「戸部1丁目」「野毛坂」から徒歩2分　•市営バス89・156・292系統「野毛大通り」から徒歩7分

•市営バス8・26・58・101・105・106系統「紅葉坂」から徒歩7分

送迎車サービス
おからだの不自由な方、高齢者に配慮した無料送迎サービスです。
桜木町駅東口タクシー乗り場のタクシーを背にした付近★に送迎車が停車します。

駐車場
有料、予約制　予約専用TEL 045-315-4440（1週間前から受付）

横浜市民ギャラリー｜アクセス・施設案内

編集発行｜横浜市民ギャラリー（公益財団法人横浜市芸術文化振興財団／西田装美株式会社 共同事業体）

発行日｜2017年6月1日
デザイン｜ten pieces ©Yokohama Civic Art Gallery 2017

［会期中の催し］ 

［作品募集概要］ 

報告｜コレクション展2017　季節をめぐる

今年も開催！「横浜市こどもの美術展」
夏の恒例「横浜市こどもの美術展」を今年も開催します。今回は西区に移転して3回目の開催です。
今年も一生懸命に描いた子どもたちの絵を大募集！応募された作品を全て展示します。あなたも自分の
作品をギャラリーにかざってみませんか？きっとすてきに見えますよ。
今年のテーマは「虫」です。会場には虫の絵、虫の写真が勢ぞろい。会期中には、誰でも自由に参加で
きる虫の工作もあります。みんなで遊びに来てね！

7月21日［金］～30日［日］ 10:00～18:00（入場は17:30まで）   
横浜市民ギャラリー   入場無料   会期中無休

園山晴巳さんは1950年福岡県生まれ。東京造形大学3年の時に馬場檮男さん

（1927–1994）にリトグラフを習い、1972年に同大学を卒業。1976年から2年間

文化庁在外派遣芸術家研修員としてフランス、アメリカで研鑽を積み、国内

外で活躍しています。制作時に主に用いる「捨て版技法」では、同一の版を

部分的に削ったり消したりしながら何度も刷り重ねることで、少ない色数で

複雑な色彩を表現することができます。園山さんの作品は一見写真をもとに

しているようにも見えますが全て描画が土台です。モチーフは画歴の初期か

らインク缶や布など身近なものが中心で、静物のリアリティ・ものの存在を一貫して追求しています。

本作にはシンクに張られた水の中に沈むインクの缶が描かれています。画面左手の缶は今まさに沈んだところなのか水面

が乱れており、缶のラベルの図像がゆがんでいます。隅 ま々で描きこまれ的確に色彩があらわされた画面からは、対象をく

まなく見つめ写しとろうという園山さんの気迫が感じ取れるようです。色彩の表現方法は大学時代の恩師・馬場檮男さんの

教えを今も忠実に守っていると、「コレクション展2017　季節をめぐる」のアーティスト・トークでお話ししてくださいました。

《Sortie de couler E》 1990年  リトグラフ  65.9×90.7cm

横浜市民ギャラリーゆかりの作家たち vol.9   ▷▷▷   園山晴巳（そのやま・はるみ）

http://ycag.yafjp.org/            @ycag1964             http://facebook.com/ycag1964

橋本典久+scope 《超高解像度人間大昆虫写真[life-size]》   photo:Ken KATO

昨年のワークショップの一コマ。
たくさんの親子連れが訪れました。　photo:Ken KATO

昨年の様子   photo:Ken KATO

・超高解像度人間大昆虫写真［life-size］を展示
・自由参加ワークショップ「紙工作で虫をつくろう！」を開催（参加無料）
・「夏のこども音楽会」を開催   7／29、30

応募資格｜横浜市在住・在学の小学生以下の児童・幼児（0～12歳）
募集作品｜絵画（技法は自由）1人1点
　　　　　四つ切画用紙サイズ（38×54cm） 縦横自由（これより小さいサイズの場合は四つ切の台紙に貼って提出）
テ ー マ｜「虫」部門・「自由テーマ」部門  いずれかを選んで応募してください。
　　　　　※画面の中に少しでも虫が描かれていれば「虫」部門に応募できます。
応募方法｜受付期間に横浜市民ギャラリー4階アトリエまでお持込みください。出品無料。
                  応募には「作品カード」「出品申込用紙」の提出が必要です。
                  応募前に必ずチラシ、ホームページをご確認ください。（6月公開予定）
受付期間｜7月6日［木］～8日［土］  10:30～16:00
参 加 賞｜出品者全員に缶バッジをプレゼントします。
作品返却｜返却期間に横浜市民ギャラリー4階事務室でお返しするか、ゆうパック（着払い）でお送りします。
返却期間｜8月3日［木］～6日［日］  10:30～17:30

［横浜市こどもの美術展2017  ボランティア募集］

展覧会に来場した子どもたちのワークショップ活動をサポート
してくださる方を募集します。

内　　容｜展覧会会場内での自由参加ワークショップのサポート
活動日時｜7月21日［金］～7月30日［日］  11:00～17:00
説  明  会｜7月1日［土］  10:30～12:00　
                   横浜市民ギャラリー4階アトリエ
応募資格｜13歳以上。こどもの美術展に関心のある方。
　　　　   原則として7/1の説明会に参加でき、
　　　　   活動日のうち2日以上活動できる方。
　　　　   ※18歳以下の方は保護者の方の同意を得てお申込ください。

募集人数｜25名程度（応募多数の場合は抽選）
条　　件｜無償。
　　　　   活動に際しては横浜市市民活動保険を適用します。
応募期間｜5月10日［水］～6月20日［火］必着
応募方法｜必要事項［①氏名（ふりがな） ②年齢 ③郵便番号・住所 
　　　　  ④電話番号 ⑤活動希望日］を明記して、〈往復はがき〉、
　　　　 〈ホームページの申込フォーム〉、〈直接来館〉のいずれかで　
　　　 　お申込ください。

幼児・児童を対象にした描きつくるアトリエ講座「ハマキッズ・アートクラブ」を今年も開催します！
この活動は、子どもたちに「自分で考える」「自分できめる」「自分でする」ことの楽しさや醍醐味を体験してもらうことに
目的があります。自分で最後までがんばるからすてきな作品ができあがる、そんな経験をしてみませんか？

会場｜横浜市民ギャラリー4階アトリエ
応募多数の場合は抽選です。締切後、当落結果を全員に「返信はがき」「メール」「FAX」のいずれかでお知らせします。当選の連絡を受けた方が講座に参加できます。

幼稚園・保育園の年少に相当する幼児＝3～4歳、年中＝4～5歳、年長＝5～6歳

スーパーカーをつくろう
木でできた台車にいろいろなもの
をくっつけて、オリジナルのスー
パーカーをつくりましょう。

6月17日［土］ 10:30～12:00   
講師｜三ツ山一志（造形教育家）
対象・定員｜幼稚園・保育園の年長
に相当する幼児 25名（抽選）
参加費｜1,500円（材料費込）   
申込締切｜6月3日［土］必着

新発見！プラモ虫をつくろう！
プラモデルのパーツをつかって、
空想の昆虫をつくってみよう。
完成した作品を「横浜市こどもの
美術展」（7/21～30）で展示します。

7月23日［日］ 13:30～16:30   
講師｜橋本典久（アーティスト）
対象・定員｜小学4～6年生　
25名（抽選）
参加費｜1,500円（材料費込）   
申込締切｜7月8日［土］必着

うごくしくみでつくろう
割りピンをつかって手足などの動
く生き物をつくりましょう。

8月20日［日］ 13:30～15:30   
講師｜大竹美佳（造形作家）
対象・定員｜小学1～3年生 25名（抽選）   
参加費｜1,500円（材料費込）   
申込締切｜8月5日［土］必着

現代アーティストと一緒に
つくる＝かんがえる？
絵を描いたり、からだをつかったり
して表現するアーティスト・関川航
平さんと現代アートを体験しよう。

9月2日［土］ 13:30～15:30   
講師｜関川航平（アーティスト）
対象・定員｜小学1～3年生と保護者　
15組（抽選）   
参加費｜一組500円   
申込締切｜8月19日［土］必着

〈往復はがき〉〈ホームページの申込フォーム〉〈直接来館〉のいずれかでお申込ください。応募多数の場合は抽選です。
〈往復はがき〉「①希望の講座名／②氏名（ふりがな）／③学年か年齢／④郵便番号・住所／⑤電話番号」を明記の上、郵送ください。
　　　　　     〒220-0031 横浜市西区宮崎町26-1 横浜市民ギャラリー「ハマキッズ・アートクラブ」係
〈ホームページの申込フォーム〉 http://ycag.yafjp.org/lecture_child/
〈直接来館〉 横浜市民ギャラリー4階事務室へお越しください。

［申込後の流れ］
・抽選結果は申込締切後、全員に「返信はがき」「メール」「FAX」のいずれかでお知らせします。
  締切日を1週間過ぎても返信がない場合はお問合せください。
・より多くの方が参加できるように、無断キャンセルは行わないでください。
・参加費は、講座当日にアトリエ受付にてお支払いください。

［申込共通の注意事項］
・親子と、きょうだいで年齢が該当する場合は、連名で申込めます。お友達、ご親戚と一緒のお申込はできません。
・複数の講座に申込む場合は、別 に々お申込ください。
・定員に達していない場合は、講座開催日の前日まで電話での申込を受付けます（先着順）。
・定員が実施可能な人数に満たない場合は、開講を見合せる場合があります。
・申込の際に提供された個人情報は、申込された事業にのみ利用し、その他の目的で利用することはありません。

﹇
申
込
方
法
﹈

スノービンをつくろう
ビンの中に入ったキラキラが舞うフ
シギな「スノービン」をつくってみよ
う。水の中を描こうかな？クリスマ
スの絵を描こうかな？

11月12日［日］ 10:30～12:00   
講師｜大竹美佳（造形作家）
対象・定員｜幼稚園・保育園の年長に
相当する幼児　25名（抽選）
参加費｜1,500円（材料費込）   
申込締切｜10月28日［土］必着

油絵に挑戦！
油絵の具ってどんなえのぐ？初めて
の子でも大丈夫。
モチーフをよく観察して、小さなキャ
ンバスに油絵を描いてみよう！

12月9日［土］ 13:30～15:30   
講師｜東麻奈美（アーティスト）
対象・定員｜小学4～6年生 25名（抽選）   
参加費｜2,000円（材料費込）   
申込締切｜11月25日［土］必着

スチロールアート
スチロールを材料にして、動物や
虫など好きなものをつくりましょう。

2018年1月27日［土］ 13:30～16:00   
講師｜宇田川純子（アーティスト）
対象・定員｜小学1～3年生 25名（抽選）   
参加費｜1,500円（材料費込）   
申込締切｜2018年1月13日［土］必着

ぺったんアート
強力テープはなんでもくっつける。
木も石も、ボタンもストローも。
なにをどこにくっつけるかは自分
できめるのが楽しい。くっつけたら
色砂まいてできあがり！

2018年2月17日［土］ 10:30～12:00
講師｜三ツ山一志（造形教育家）
対象・定員｜幼稚園・保育園の年少～年
長に相当する幼児と保護者 15組（抽選）
参加費｜一組1,500円（材料費込）   
申込締切｜2018年2月3日［土］必着

「横浜市民ギャラリーコレクション展」は1964年以
来さまざまな展覧会等を契機に収集されたおよ
そ1,300点の収蔵作品を、毎年テーマを設けて紹
介する展覧会。今年は季節をテーマに各季節を
描いた／感じさせる作品に加え、二つの特集展
示「馬場檮男の横浜百景」「戦後のひと・まち－常
盤とよ子・奥村泰宏」をおこない、95点の作品を展
覧しました。また、会場内では横浜の美術史上
貴重な証言となる二人の収蔵作家・浅見信夫氏、
常盤とよ子氏のインタビューも上映しました。
会場では身近な季節をあらわした作品を、思い
思いに楽しむ方の姿が見られました。出品作家
の園山晴巳氏によるアーティスト・トーク、15名
の鑑賞サポーターによる2回のトークも実施され、
いずれも盛況のうちに終わりました。

10代から70代のサポーター15名がそれぞれ選んだ作品
について調べ、解説しました。各自の視点にもとづいた
個性あふれるお話でした。

会場の様子。「秋」セクション　photo:Ken KATO

会場の様子。「冬」セクション　photo:Ken KATO

関川航平「figure」シリーズ  2016年

会場の様子。特集展示「馬場檮男の横浜百景」　photo:Ken KATO

会場の様子。特集展示「戦後のひと・まち－常盤
とよ子・奥村泰宏」　photo:Ken KATO

園山晴巳氏によるアーティスト・トーク。馬場檮男氏の作
品の版の紹介やリトグラフの実演も交えた充実の内容で
した。

多彩な作品をご紹介、
たくさんの方にご来場いただきました

アーティスト・トーク「リトグラフと私と馬場檮男」
3月4日［土］  14:00～15:30  出演：園山晴巳（出品作家、版画家）
担当学芸員によるギャラリー・トーク｜3月11日［土］  14:00～14:30  
鑑賞サポーターによるトーク｜3月12日［日］、18日［土］  14:00～

［関連事業］コレクション展2017　季節をめぐる
2017年3月3日［金］～3月19日［日］ 全17日間  10:00～18:00   
横浜市民ギャラリー 展示室1、2   出品作品｜95点    
展覧会入場者｜5,032名＋関連事業参加者99名＝合計5,131名

主催｜横浜市民ギャラリー（公益財団法人横浜市芸術文化振興財団／西田装美株式会社 共同事業体）    後援｜横浜市文化観光局


