情報｜横浜市民ギャラリー展覧会スケジュール 2015年6月〜 9月
5／27〜 6／1
［B1F／1F／2F／3F］

日頃大きな会場で発表する機会の

版画、書、篆刻、手工芸などの展

少ない絵画愛好家のための作品公

示（色紙〜 F10号、軸装、約120点）

JPA第24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
写真 横150cm×縦200cmの範囲内
55名分を展示

募展

―――

―――

―――

6／23〜 6／29

7／21〜 7／27

油彩、水彩、水墨画、割箸絵、木

［ 3F ］

［1F ］

第46回 彩象展
彩象美術協会

鎌倉・横浜スケッチ展
鎌倉・横浜スケッチ展

日本画、油彩画、水彩画等（10号

（水彩、鉛筆、
鎌倉・横浜のスケッチ。

以上150号以下）約140点を展示

パステル、黒）F4、F6の額装

点を展示

―――

―――

6／2〜 6／8
［3FB］
横浜カメラクラブ（YCC）写真展
横浜カメラクラブ（YCC）
モノクロ、カラーと自由に作成し、

6／23〜 6／29
［1F／2F ］

横浜市こどもの美術展2015

港の作家美術協会

油彩画を主として、日本画・水彩画・

市内在住・在学のこどもの作品を
無審査で展示
―――

一人2点以上を目標に展示

版画を含む20号以上130号以下の
作品約80点を展示

6／2〜 6／8

―――

第19回 偶然展
グループ偶然

6／23〜 6／29
［B1F ］

示。約50点

第46回 湘風展
湘風会
油彩画20号〜100号迄、
約60点を展示

―――

―――

洋画、日本画、版画、立体彫刻の展

6／2 〜 6／8
［1F ］
第37回 やまゆり会和紙ちぎり
絵作品展
山ゆり会
額 装F6〜 F30ちぎり絵、約70点 の
展示
―――

6／9〜 6／14
［B1F／1F／2F／3F ］
第46回 神奈川二紀展
一般社団法人 二紀会神奈川支部
油彩画を主として彫刻を含む50号
〜 130号を約90点、委員会員の小
品・中品・彫刻を約17点展示
―――

6／16〜 6／22
［3F ］
第18回 中美神奈川展
中央美術協会神奈川支部

主催

第55回記念港の作家展

（創立45周年記念展）

―――

［2F ］

7／31〜 8／9
［B1F／1F／2F／3F ］

6／30〜 7／6
［1F／2F ／ 3F ］
第39回 神奈川独立美術展
神奈川独立美術の会
神奈川県在住（一部他府県）の独立
展出品者約50名による、油彩を中
心とした100号〜 130号の平面作品
（一部半立体）約100点を展示
―――

6／30〜 7／6
［B1F］

東京工業大学写真研究部
「七月展」
東京工業大学写真研究部
東京工業大学写真研究部 写真展
―――

7／7〜 7／13
［B1F／1F／2F／3F ］

第30回記念 21世紀国際書展
産経新聞社 横浜総局

横浜市民ギャラリー

8／11〜 8／16
［B1F／1F／2F／3F ］
浜書展
横浜書道連盟
書道作品の展覧会（公募展）約400点

8／25〜 8／31
［1F／2F／3F ］
第52回 日書家展
日本書道家連盟
書道作品410点を展示します
―――

9／1〜 9／7
［B1F／1F／2F／3F］
第59回 凌雲書展
凌雲社
「古典に学び書の美を拓く」
のスロー
ガンのもと、会員及び公募による書
道展。漢字・仮名・詩文書・篆刻の
臨書及び創作300点。教育部600点
―――

9／8〜 9／14
［3F ］
瓢蟲社展（写真展）
瓢蟲社
それぞれの作家が年間を通じ作
品制作活動をし集団個展形式によ

神奈川県に在住または同県を活

り発表。取材地は国内外を問わず

動拠点とする書家の会派・流派を

ドキュメンタリー、ルポ、抽象、造

等の0号〜 200号までの作品約70点

超えた書道の公募展。約500点の
展示予定

―――

―――

6／16〜 6／22
［2F ］

第50回 光風会神奈川支部
記念展
光風会神奈川支部

7／21〜 7／27
［3F ］

神奈川報道写真連盟
第38回公募展
神奈川報道写真連盟

［ 3FB］

面匠会能面展
面匠会
能面を約40点展示

全展 15 第36回神奈川展
全日本美術協会

第11回 描の会展
描の会

全日本美術協会神奈川会員を中心

油彩画、水彩画を中心に30号以下

―――

とした、日本画・洋画・写真の展覧会

の作品を約60点展示

9／15〜 9／20
［ 2F］
第3回 水彩連盟神奈川支部展
水彩連盟 神奈川支部
水彩画 P20号からF100号までの作
品約70点を展示

―――

―――

9／22〜 9／28
［B1F］

日本画学習研究会展覧会
日本画学習研究会
日本画を主として、油彩画、水彩画

―――

などを含む武蔵野美術大学通信生

―――

（在校生・卒業生）
による展示会

［2F／3F ］

9／29〜 10／5
［ 2FB］
第5 回 日本画院神奈川支部展
日本画院神奈川支部
日本画4号から150号までの作品約
40点を展示

―――

第47回 神奈川現展
現代美術家協会 神奈川支部

9／29〜 10／5
［ 3FA］

油彩画を主とし、日本画、版画、工
芸を含む120号以下110点を展示
―――

第 28 回 三軌会神奈川支部展
三軌会 神奈川支部
油彩画、水彩画の作品展示。100〜
130号約20点、SM〜 30号約20点
―――

情報｜催し物ピックアップ

―――

油彩画、日本画、水彩画、水墨画
を展示

［1F ］

9／22〜 9／28

油画、日本画、水彩、立体等約 50

9／29〜 10／5

9／22〜 9／28

［ 1F ］

第27回 こうなん綜合美術展
こうなん文化交流協会・美術部会

―――
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9／8〜 9／14

7／21〜 7／27
［2F ］

第38回 ヨコハマ日曜画家展
NPO法人横浜美術友の会・
横浜市民ギャラリー

6／2〜 6／8
［3FA］
第55回 アーネスト美術展
アーネストクラブ

ART YOKOHAMA

6／16〜 6／22
［ 1F ］

※主催者の都合により会期が変更になることがあります。

形と富む
―――

9／8〜 9／14
［2F ］
第一美術協会
第38回湘南支部展
第一美術協会 湘南支部
油彩画を中心に水彩、水墨、日本

蔡國強展：帰去来

7月11日［土］〜 10月18日［日］ 10:00〜18:00
※ 9／16 、
9／18は20:00まで（入館は閉館の30分前まで）

横浜美術館
休館日｜木曜日
料金｜一般1,500円、
大学・高校生900円、
中学生600円

現在はニューヨークを拠点に活動し、世界的に
も高い評価を得る、中国を代表する現代美術
家のひとり蔡國強（ツァイ・グオチャン 1957年、福
建省泉州市生まれ）
による、国内では7年ぶりとな

る大規模な個展。
［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/

《壁撞き》2006年 ドイツ銀行によるコミッション・ワーク
［クイーンズランド州立美術館（ブリスベン）での展示風景（2013年）
］

Photograph: Jon Linkins, Courtesy: Queensland Art Gallery｜Gallery of Modern Art

あざみ野こどもぎゃらりぃ2015

7月31日［金］〜8月9日［日］ 10:00 〜17:00
※会期中無休

入場無料

横浜市民ギャラリーあざみ野 展示室 1・2
出品作家｜安部泰輔、小川実加子、
小日山拓也、野村誠、宮田篤＋笹萌恵

様々なかたちでアーティストや表現に出会う子
どものための展覧会。今回は、ヌイグルミオブ
ジェの森が出現。さらに瓦楽器の展示や音楽の
ワークショップ、言葉あそびの参加型展示も。
おうちの人とあそびにきてね！
［お問合せ］

油彩画を主として、水彩画、版画を

（54.5×65.0cm程度の額装
写真の展示

画、版 画、彫 刻を含 む20号〜 200

〒225-0012 横浜市青葉区あざみ野南1-17-3

含むF100号の作品約40点を展示

写真200枚程）

号約60点の展示

アートフォーラムあざみ野内

―――

―――

―――

TEL 045-910-5656 FAX 045-910-5674 http://artazamino.jp/

安部泰輔《ふたご森》2010年 photo：久保貴史
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予告｜横浜市こどもの美術展2015

予告｜アトリエ講座

▷ハマキッズ・アートクラブ

お待たせしました! 移転・休館に伴い2年間お休みしていた
「横浜市こどもの美術展」がいよいよ再開します。

活動を通して子どもたちに
「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を大切にし
ているプログラムです。会場｜横浜市民ギャラリー4階アトリエ

この展覧会は、横浜市民ギャラリーが開館した翌年の1965年から開催し、
今年で50周年を迎える展覧会です。

えのぐであそぼう

今年もこどもたちが描いた作品を募集して、応募された作品をすべて展示します。新しいギャラリーに自分
が描いた絵をかざってみませんか? たくさんのお友達からのご応募をお待ちしています!

横浜市民ギャラリー｜アクセス・施設案内

▷ハマキッズ・アートクラブ
スチロールカッターでかたちを切り出したり、絵の具で色を塗ったり、集中して制作に取り組んでたくさんの作品と笑顔が生まれました。

赤と青と黄色と白のえのぐは魔法のえのぐ。
いろいろな色がつくれます。

会期中には自由に参加できる楽しい帽子づくりのワークショップ「アート・ハット」
も開催します。

自分のつくった色で大きな絵を描いてみよう！

7月31日［金］〜8月9日［日］※会期中無休 10:00〜18:00 横浜市民ギャラリー 入場無料

［土］10:30〜12:00
日時 ｜ 6月20日

﹇募集概要﹈

2015.06 ― 2015.09

「横浜市こどもの美術展 」再スタート！

報告｜2014年度アトリエ講座

参加者大募集！

講師 ｜ 三ツ山一志
（横浜市民ギャラリー主席エデュケーター）
対象・定員｜幼稚園・保育園の年長に相当する幼児

25名

参加費｜1,000円
（材料費込） 申込締切｜6月6日［土］必着

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）

トートバッグにお絵描きしよう

募集作品｜絵画（テーマ・技法は自由）
／1人1点
（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）
四つ切画用紙サイズ（38×54cm）、縦横自由
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。

1／17「スチロールでアートしよう！」参加者 7 名

トートバッグにアクリル絵の具で自由にお絵描きして、世界に 1 つの

前半2日は様々なポーズの人体クロッキーに、後半4日は固定ポーズのデッサンに取り組みました。
最終日には力作を並べて、講師の塩谷さんによる講評会を行いました。

日時 ｜ 7月12日［日］13:30〜15:30

応募前に必ずチラシ、ホームページをご確認ください。

対象・定員｜小学1〜3年生

［木］〜18日
［土］10:30 〜16:00
受付期間｜7月16日

3／21「トートバッグにお絵描きしよう！」参加者 36名

▷大人のためのアトリエ講座

マイバッグをつくりましょう。
講師 ｜ 三ツ山一志
（横浜市民ギャラリー主席エデュケーター）

応募には
「作品カード」
「出品申込用紙」
の提出が必要です。

2 ／21「スーパーカーをつくろう！」
参加者 15 名

25名

参加費｜1,500円
（材料費込）

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、
（着払い）
ゆうパック
でお送りします。
返却期間｜8月15日［土］、16日［日］、18日［火］、19日［水］
（※17日休館） 10:30〜16:00

申込締切｜6月27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

「横浜市こどもの美術展2015」ボランティア募集

砂まいてできあがり！

展覧会の運営のため、市民ボランティアを募集します。ふるってご応募ください。
［金］
〜8月9日
［日］11:00 〜16:30 応募期間｜6月1日
［月］
〜 6月29日
［月］必着
内容｜会場案内、
ワークショップ補助 活動日時｜7月31日

応募資格｜13歳以上。こどもの美術展に関心のある方。原則として説明会に参加でき、
活動日時のうち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みください。 説明会｜7月11日
［土］10:30 〜12:00（横浜市民ギャラリー）

（必要事項を明記）
応募方法｜往復はがき
、ホームページの申込みフォーム、直接来館のいずれかでお申込みください。
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

講師 ｜ 三ツ山一志
（横浜市民ギャラリー主席エデュケーター）
［日］10:30〜12:00
日時 ｜ 8月23日

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

12 ／11、25 、1／8 、15 、2／12 、26 オープンスタジオ「人体を描く」講師｜塩谷亮 参加者のべ 112 名

参加費｜1組1,500円
（材料費込） 申込締切｜8月8日［土］必着

〒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

▷教養講座「ハマゼミ」

なまえdeダンス！
「あいうえお」
をからだで表現して、自分の名前のダンスをつくります。

第1回目の講師・田代さんは、被写体に真摯に向き合ったポートレートを上映しながら、撮影時のエピソードや作品に込めた思い

踊るのが得意な子もそうでない子も大歓迎。からだをつかって遊んで

をお話されました。第2回目の講師・中島さんについては下記「ゆかりの作家たち」でご紹介します。

みよう！

•京急「日ノ出町駅」から徒歩8分

日時 ｜ 9月26日［土］13:30 〜15:30

20名 参加費｜1,000円

•市営バス8・26・58・89・101・105・106系統「紅葉坂」から徒歩7分
送迎車サービス

芸術文化の各分野で活動されている方を講師にお招きして、それぞれのテーマでお話しいただく講座です。
会場｜横浜市民ギャラリー4階アトリエ

おしゃべりな絵と旅をする

横浜市民ギャラリーゆかりの作家たち vol.3

参加費｜500円

Bゼミ展の歴史
現代美術の本格的な学習の場として創設された
「Bゼミ」。1968年か

大庭明子《こだまのあそぶ》1992年
木版 82.7×58.3cm

ら2003年まで、横浜市民ギャラリーで開催されたBゼミ展の歴史を探
ります。
講師 ｜ 小林晴夫
（blanClass ディレクター、アーティスト）
日時 ｜ 8月29日［土］14:30 〜16:00
対象・定員｜15歳以上50名 参加費｜500円 申込締切｜8月15日［土］必着

7月31日〜 8月9日 横浜市こどもの美術展 2015
子どもたちからの応募作品全てを展示します。
見て、参加して楽しむ展覧会。

10 月2日〜10月18日 ニューアート展 NEXT2015 田中千智展

必要事項｜①希望の講座名 ②氏名
（ふりがな）③年齢か学年 ④郵便番号・住所 ⑤電話番号
〈往復はがき〉必要事項を明記のうえ、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宛て
〈直接来館〉当館4階事務室へお越しください。

ジャンルのアーティストとのコラボレーション作品などを展示して、多様
な表現を紹介します。

※きょうだいで対象年齢が該当する場合は、
連名でお申込みいただけます。※複数のプログラムに参加を希望される場合は、別々にお申込みください。
※抽選結果は、申込み締切後、全員に
「返信はがき」
または
「メール」
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。

3月4日〜 3月20日 コレクション展

※定員に達していない場合は、講座開催日の前日まで、電話での申込みを受付けます
（先着順）
。

約 1,300 点におよぶ横浜市民ギャラリーの収蔵作品の中からセレクトした
作品を紹介します。

〈往復はがき〉
〈ホームページの申込みフォーム〉
〈直接来館〉
のいずれかでお申込みください。応募多数の場合は抽選になります。

〈ホームページ〉当館ホームページの申込みフォームからお申込みください。

新進気鋭の画家・田中千智の個展。大型の新作と、本の装丁原画や他

※参加費は、講座当日にお支払いください。 ※定員が実施可能な人数に満たない場合は、開講を見合わせる場合があります。

田中千智《傷痕》 2011年 油彩、アクリル、キャンバス 50.0×60.6cm

▷▷▷

中島千波（なかじま・ちなみ）

中島千波さんは、1945年長野県小布施町生まれの日本画家です。東京藝術大学在学中から新しい日本画を模索する一方、

申込締切｜6月13日［土］必着

2015 年度は3 回の企画展を開催します。

駐車場
予約専用TEL 045-315-4440（1週間前から受付）

有料、予約制

講師 ｜ 大庭明子
（版画家）
対象・定員｜15歳以上50名

予告｜2015年度企画展スケジュール

3 ／15「人・花・空―永遠なる絵画の世界」講師｜中島千波 参加者 71 名

明子がこれまでの制作や活動についてお話しします。
［土］14:30 〜16:00
日時 ｜ 6月27日

「横浜市こどもの美術展2012」
の様子

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。
『ポートレート』にまつわる体験」講師｜田代一倫 参加者 27名
2／11「

豊かな色彩と独創的な構図で詩情あふれる世界を描く版画家・大庭

﹇申込 方法﹈

Yokohama Civic Art Gallery Art News Magazine

楽しい帽子づくりのワークショップ
「アート・ハット」

の道を進みます。
の坂道を上がります。

「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103系統「戸部1丁目」

▷教養講座「ハマゼミ」

したイメージキャラクター
「ハマキッズ・コロロ」
なんと50歳！？

※ 紅葉橋交差点を過ぎて左斜め

※ 野毛坂交差点を戸部方面に右側歩道を進み

バスでのアクセス

申込締切｜9月12日［土］必着

1965年の第1回展で誕生

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

講師 ｜ 酒井幸菜
（ダンサー・振付家）
対象・定員｜小学4〜6年生

［交通案内］

※申込みの際に提供された個人情報は、申込み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。

伝統的な主題を確かな画力によって描いてきました。市民ギャラリー所蔵
《蓮華》
は、1988年に横浜と上海の友好都市提携

15周年を記念し開催した「横浜百景展」に合せて制作されました。「横浜百景展」には横浜ゆかりの作家が参加し各々が選
んだ横浜を描いた作品が出品されました。中島さんが選んだのは、三溪園の蓮の花
です。実業家・原三溪が造った三溪園は、かつて近代日本画家が集い制作した場で
した。中島さんは横浜の文化振興、画家の支援に努めた三溪がとりわけ好み、市民
に親しまれている三溪園の蓮の花を、横浜を象徴する風景として描きました。臨春閣
の襖絵を描くなど、中島さん自身も三溪園には深い関わりがあります。市民ギャラ

［時刻表］
平日（30分間隔）

土・日・祝（20分間隔）

JR桜木町駅発

横浜市民ギャラリー発

JR桜木町駅発

時

分

時

分

時

分

10
11
12
13
14
15
16
17

00
00
00
00
00
00
00
00

10
11
12
13
14
15
16
17

15
15
15
15
15
15
15
10

10
11
12
13
14
15
16
17

00
00
00
00
00
00
00
00

30 ▲
30 ▲
30 ▲
30
30
30 ●
30 ●
20 ●

45 ▲
45 ▲
45 ▲
45
45
45 ●
45 ●
45 ●

20 ▲
20 ▲
20 ▲
20
20
20 ●
20 ●
20 ●

横浜市民ギャラリー発

40 ▲
40 ▲
40 ▲
40
40
40 ●
40 ●

時

分

10
11
12
13
14
15
16
17

10
10
10
10
10
10
10
10

30 ▲
30 ▲
30 ▲
30
30
30 ●
30 ●
30 ●

50 ▲
50 ▲
50 ▲
50
50
50 ●
50 ●
50 ●

※ 火曜日は展示作業日のため▲印の運行がありません。

リーでは1993年に中島千波展を開催し、人物画や静物画など多彩な作品を紹介しま

※ 月曜日と、第 3 月曜日前日の日曜日は撤去作業日のため●印の運行がありません。

した。このように、横浜にゆかりの深い中島さんを講師に招いた
「ハマゼミ」
では、幼

※ 交通事情、天候、施設状況等により運行が変更になる場合があります。

※ 第 3 月曜日、年末年始は休館日のため運行がありません。

少期から30年あまり過ごした横浜での生活、近代日本画家である父・中島清之（※）の

http://ycag.yafjp.org/

存在、制作の色々についてお話しいただきました。ユーモアを交えながらも日本画を

@ycag1964

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）

語る眼差しは厳しく、画家・中島千波の世界に触れる貴重な講座になりました。
《蓮華》1988年 紙本着彩 91.0×60.0cm
※11／3 〜1／11横浜美術館で「横浜発 おもしろい画家：中島清之̶日本画の迷宮」
展が開催されます。当館の収蔵作品も出品されます。

発行日｜2015年 6月1日
デザイン｜ten pieces
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