
情報｜横浜市民ギャラリー展覧会スケジュール  2015年10月～2016年1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が変更になることがあります。

9／29～10／5  
［3FA］
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
―――

9／29～10／5  
［3FB］
第11回 描の会展
描の会
油彩画、水彩画を中心に30号以
下の作品を約60点展示
―――

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
―――

10／2～10／18  
［B1F／1F］
ニューアート展NEXT 2015 
田中千智展 I am a Painter
横浜市民ギャラリー
新進気鋭の画家・田中千智の個展。
大型の新作と、本の装丁原画や異な
る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
―――

10／6～10／12
［3F］
太平洋神奈川同人展
太平洋美術会神奈川支部
神奈川支部同人70名の作品展。
絵画、版画、彫刻約140点
―――

10／6～10／12  
［2FA］
第21回 金沢フォトクラブ写真展
金沢フォトクラブ
金沢フォトクラブの会員が其々の
思いを込めて撮り止めた写真とク
ラブとして共通テーマを決めての
写真を120点ほどの作品として展示
―――

10／6～10／12   
［2FB］
『卓』（横濱陶藝倶樂部作陶展）
横濱陶藝倶樂部
陶器作品の展示
―――

10／13～10／18 
［3F］
え塾展
横浜美術学院／え塾
絵画の展示
―――

10／13～10／18  
［2FB］
第25回 レザミ展
レザミ展
年に一度の絵画発表会
―――

10／21～10／26  
［B1F／1F／2F／3F］
第55回 記念 
神奈川県女流美術家協会展
神奈川県女流美術家協会
油彩画を中心に水彩画、日本画、
版画、立体等20号～150号約250
点を展示
―――

10／27～11／2  
［B1F／1F／2F／3F］
第42回 神奈川独立書展
（第24回 神奈川県青少年毎日書道展）
神奈川県独立書人団
書道作品130点余、県内小～高校
生作品1200点余
―――

11／4～11／15  
［B1F／1F／2F／3F］
第71回 ハマ展
横浜美術協会
油彩、日本画、彫刻立体、写真、版
画、水彩  20号以上50号までの作品
約660点を展示
―――

11／17～11／23  
［B1F／1F／2F／3F］
第62回 春陽会神奈川研究会
春陽会神奈川研究会
油彩、水彩、版画含む70名で約180
点～200点展示
―――

11／24～11／30  
［3FA］
丘遊展
丘遊会
絵画の展覧会
―――

11／24～11／30  
［3FB］
平成27年度 写団“夢”写真展
写団「夢」
写真半切40点と２L版20点を展示
―――

11／24～11／30 
［2FA］
第12回 風景スケッチ展
横浜・鎌倉スケッチ会
水彩絵の具を用いて現場で描いた
6号サイズの風景画を約180点展示
―――

11／24～11／30 
［2FB］
あとれす展 2015
絵画教室   あとれす横浜
絵画教室会員による作品発表展。
60～80点
―――

11／24～11／30  
［1F］
第三回 赫土展
土曜会
土曜会の会員作品を中心に50点程
展示
―――

11／24～11／30  
［B1F］
第27回 雨聲会横浜書展
雨聲会横浜支部
書道作品展
―――

12／1～12／7   
［B1F／1F／2F／3F］
鎌倉彫 彫雅会展
彫雅会
鎌倉彫教室の会員約500名、500点。
壁面、机上作品を展示
―――

12／9～12／13   
［B1F／1F／2F／3F］
第52回 神奈川県高等学校書道展
高校書道展
県内高等学校の生徒作品による書
道展
―――

12／15～12／20 
［2F／3F］
横浜四大学連合写真展
横浜四大学写真連合
写真を約500点展示
―――

12／15～12／20  
［1F］
第41回 ハマグルッペ展
ハマグルッペ
写真他総合美術展
―――

12／22～12／27  
［3F］
神奈川県高等学校総合文化祭
第42回 高校生写真展
神奈川県高等学校文化連盟写
真専門部
県内高校生写真部の作品展示
―――

12／22～12／28 
［2F］
第28回 神奈川書家三十人展
神奈川新聞社
神奈川県ゆかりの書家30人による
展覧会
―――

12／22～12／28
［1F］
第10回 卒業作品展
橘学苑高等学校デザイン美術
コース
油彩画、デザイン、立体、映像、服装、
水彩画、デッサンの展示
―――

12／22～12／28 
［B1F］
「ものがたり」という宝石：
日本とインドの写真＋映像＋
アニメーション
インド国立デザイン大学院
日本とインドの現代若手作家20人が
写真・映像・アニメーションを舞台に

魅せる「ものがたり」の世界。両国で
初めての試みとなる本展覧会が、
インド国内二都市を巡回した後、
横浜にやってきます
―――

2016／1／13～1／19（ただし18は休館日） 
［B1F／1F／2F／3F］
平成27年度
横浜市立学校総合文化祭
小学校児童書写展・中学校書写展
横浜市教育委員会
小中学生の書写作品を展示
―――

1／21～1／25  
［B1F／1F／2F／3F］

平成27年度 横浜市立学校総合
文化祭 図画工作・美術（中高）・書道
（高校）作品展
横浜市教育委員会
横浜市立小、中、高等、特別支援学校の
児童・生徒が制作した図工・美術・書
道・写真などの作品（平面・立体）の展示
―――

1／26～2／1  
［B1F／1F／2F／3F］
横浜開港アンデパンダン展
横浜開港アンデパンダン展実行
委員会
平面・立体・映像・パフォーマンスを
含む300人、450点を展示
―――

横浜発 おもしろい画家：中島清之̶日本画の迷宮
11月3日［火・祝］～2016年1月11日［月・祝］  10:00～18:00（入館は17:30まで）

横浜美術館   
休館日｜木曜日、12月29日［火］～2016年1月2日［土］　
料金｜一般1,200円、  大学・高校生800円、中学生400円

日本美術院の中核として活躍した横浜ゆかりの画家・中島清之は、常に大きく作風を変えて
観る者を驚かせたことから「変転の画家」と評されました。本展では、清之が貫いた思想や美
意識はどういったものであったのか、その軌跡をたどります。（会期中一部展示替えあり）

［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/

あざみ野コンテンポラリーvol.6
もうひとつの選択　Alternative Choice
10月17日［土］～11月8日［日］  10:00～18:00  ※10月26日［月］ 休館  ※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｜青山悟、斎藤玲児、友政麻理子、凌宗権、和田昌宏、王坪

美術（ファイン・アート）にとらわれず、様々なジャンルのアーティストの表現活動に注目し、現
在進行形のアートを紹介するシリーズ展「あざみ野コンテンポラリー」。その第6回目として、
日本と中国の気鋭のアーティスト6人による新作・初公開を含む作品を展示。一見行き場のな
い社会の有り様に、声高ではないものの、しかし批評的立場を貫く、様 な々表現を通じて、“も
う一つの選択”の可能性を展覧します。

［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/

黄金町バザール2015̶まちとともにあるアート
10月1日［木］～11月3日［火・祝］  11:00～18:30   
京急線「日ノ出町駅」から「黄金町駅」間の高架下スタジオ、周辺のスタジオ、既存
の店舗、屋外、他 
休館日｜10月5日［月］、10月13日［火］、10月19日［月］、10月26日［月］
料金｜会期中有効のパスポート   前売：300円／当日：500円（中学生以下無料）
参加アーティスト｜日本アジア6カ国から14組、他

「アートによるまちの再生」というテーマのもと、2008年より始まったアートフェスティバル。8回目
となる今回のテーマは「まちとともにあるアート」。“アート”と“まちづくり”の2つのプロジェクトを
柱に、多様な文化と交流する機会をつくります。アーティストの多くは8月から黄金町を訪れて作
品制作に取りかかり、展覧会中も滞在します。ぜひアーティストに会いにきてください。

《喝采》 
1973（昭和48）年
横浜美術館蔵

青山悟 《Map of The World (Dedicated to Unknown 
Embroiderers)》   2014年　
ポリエステルにポリエステル糸と蓄光糸で刺繍
66.0×80.5cm   
撮影：宮島径
© AOYAMA Satoru, Courtesy Mizuma Art Gallery
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１０：００～１８：００ （初日１４：００から、最終日１６：００まで）

洋画・日本画 ・ 版画

会場：横浜市民ギャラリー

《 お問合せ先 》 一般社団法人 旺玄会 神奈川支部 事務所
〒247-0033 横浜市栄区桂台南1-15-3 関口照雄方 TEL (FAX) 045-894-5406

公 募

〒220-0031 横浜市西区宮崎町26番地1 ☎045-315-2828

■電車：ＪＲ・市営地下鉄「桜木町」駅下車徒歩10分／京急「日ノ出町」駅下車徒歩8分

■バス：「戸部１丁目」「野毛坂」から徒歩2分：市営バス103系統

「紅葉坂」から徒歩７分：市営バス8・26・58・101・105・106系統

■送迎車サービス：ＪＲ「桜木町」駅東口タクシー乗り場近くより（7人乗り） 【 無料 】

詳細は本誌中面参照

搬入受付： ２月１７日(水) １０：３０～１２：３０

搬入場所： 横浜市民ギャラリー 搬入/搬出口

出 品 料 ： 3点まで5,000円（1点増すごとに1,000円）

25歳以下無料・30歳以下半額・初出品者半額

賞 ： 神奈川旺玄賞 、 他多数

出品規定 ： 出品規定書は横浜市民ギャラリー、横浜市中区関内

地区の「絵の具屋三吉」、「早川画材店」、画廊「楽」に

有ります。ご希望の方は下記事務所までご連絡下さい。

入場無料

会期：2月23日(火)～ 2月29日(月)

主催： 一般社団法人 旺玄会 神奈川支部

進藤冬華 《あなたは誰》   2015年   撮影：岸野友遊

［お問合せ］ NPO法人黄金町エリアマネジメントセンター 〒231-0066 横浜市中区日ノ出町2-158   
TEL 045-261-5467   FAX 045-325-7222   http://www.koganecho.net/koganecho-bazaar-2015/
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表紙｜田中千智  《生まれ変わった人》  2015年  油彩、アクリル、キャンバス  45.5×27.3cm
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54 予告｜アトリエ講座予告｜ニューアート展NEXT 2015   田中千智展  I am a Painter

〒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（12／29～1／3）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・89・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）
発行日｜2015年10月1日
デザイン｜ten pieces ©Yokohama Civic Art Gallery 2015

オープンスタジオ「ヌード・クロッキー」
自主的にクロッキーに取り組む講座です。5分、10分、20分と時間を変えて、いろいろなポーズ
を描きます。油絵具以外の画材を各自で用意し、描いていきます。指導はありません。
Cコース｜11／20、11／27、12／11、12／25（全て金曜日） 14:00～16:30
Dコース｜2016年1／15、1／29、2／5、2／19（全て金曜日） 14:00～16:30
対象・定員｜18歳以上20名　参加費｜6,000円（全4回分）
画材｜各自でご用意ください。カルトン（画板）、イーゼルは無料貸出。
申込締切｜Cコース：11／2［月］必着、Dコース：12／25［金］必着

日本画の描き初め
日本画の特徴や技法を学びながら制作する講座です。制作において重要なスケッチから着
彩までおこないます。日本画の画材を使って、描く楽しさを体験していきます。
講師｜髙橋浩規（日本画家）
日時｜11／19、11／26、12／10、12／24、2016年1／14、2／4（全て木曜日） 14:00～17:00　
対象・定員｜18歳以上20名　参加費｜15,000円（全6回、材料費込）　
持ち物｜スケッチブック（F6）、鉛筆、シャープペンシル、練り消しゴム    申込締切｜10／31［土］必着

日本の美・和菓子を楽しむ
今回挑戦する和菓子は、わらびもちと練り切り。講座の最後には、完成したお菓子とお茶を
いただきます。初めての方でも楽しく参加できる入門講座です。
講師｜重田親人（和菓子しげた）　
日時｜2016年1／23［土］ 14:00～17:00　
対象・定員｜15歳以上15名
参加費｜2,500円（材料費込、完成した和菓子はお持ち帰りいただけます）　申込締切｜1／9［土］必着

写真をならべる、時間をならべる
複数の写真をどのように並べるかを検討し、写真集形式に構成することを目指すワークショッ
プです。撮影・セレクト・構成をおこないます。
講師｜鈴木理策（写真家）　
日時｜2016年1／30［土］ 10:30～17:00　
対象・定員｜18歳以上10名
参加費｜3,500円　持ち物｜デジタルカメラ、メモリーカード　申込締切｜1／16［土］必着

現代美術をたのしむ
現代美術家の岡田裕子が、これまでの美術活動を通して経験した様 な々アートイベントやプロ
ジェクトについて、裏も表もお話しします。 これからの横浜に何が起きたら面白いでしょう？ 
そんな事も一緒に考えてゆけたらと思います。
講師｜岡田裕子（現代美術家）　
日時｜12／5［土］ 14:30～16:00　
対象・定員｜15歳以上50名　参加費｜500円　申込締切｜11／21［土］必着

風景以後
写真家自身の現在進行中のシリーズ「UNTITLED RECORDS」について、作品をプロジェクショ
ンしながらお話しします。 2011年に起きた東日本大震災の被災地を含め、北海道から沖縄
まで全国各地の撮影を通して見えたリアリティ、連続写真展と写真集による複眼的な記録の
提示など、具体的な活動をもとに写真の可能性を探ります。

講師｜北島敬三（写真家）　
日時｜ 2016年2／13［土］ 14:30～16:00
対象・定員｜15歳以上50名　参加費｜500円　申込締切｜1／30［土］必着

カメラ・オブスクラをつくろう
段ボールと虫めがねでのぞき箱をつくって、カメラのフシギを探ります。どんな景色がうつるかな？

講師｜橋本典久（アーティスト）　
日時｜ 2016年2／21［日］ 13:00～15:30　
対象・定員｜小学4～6年生   25名　参加費｜1,500円（材料費込）　
申込締切｜2016年2／6［土］必着

［関連イベント］
アーティストトーク
10月3日［土］  15:30～
会場｜横浜市民ギャラリー   4階アトリエ　
出演｜田中千智
ゲスト｜山野真悟（黄金町バザール ディレクター）
※参加無料、申込不要

担当学芸員によるギャラリートーク
10月11日［日］、17日［土］  14:00～
会場｜横浜市民ギャラリー  展示室1 
※参加無料、申込不要 

林正樹ピアノライブ  夜のピアノと夜の絵たち
ジャズを中心に様 な々フィールドで活躍し、情感あふれる演奏が人気のピアニスト・林
正樹。今回は展示室にグランドピアノを設えて、田中千智の絵画に囲まれながら音楽
を堪能できる一夜限りのスペシャルなライブを開催します。田中千智と林正樹の贅沢
なコラボレーションにご期待ください。

10月4日［日］  19:00開演（18:30開場）   20:30終演予定 

会場｜横浜市民ギャラリー   展示室B1
出演｜林正樹   チケット｜前売1,500円   当日2,000円（自由席） ※未就学児入場不可

［チケット発売中］  
発売窓口｜横浜市民ギャラリー  4階事務室　
電話予約｜横浜市民ギャラリー  045-315-2828

報告｜横浜市こどもの美術展2015

吸い込まれるような漆黒と色彩のきらめき―注目の新鋭画家、待望の大個展！

「ニューアート展NEXT」は、“創造都市横浜からの発信”というテーマのもと、横浜と関わりのある気鋭の若
手作家を紹介している展覧会です。3回目となる今回は、画家・田中千智（たなかちさと）の個展を開催します。
「第5回福岡アジア美術トリエンナーレ2014」（福岡アジア美術館）をはじめとする国内外の展覧会や国際交
流事業への参加など活躍の幅を広げる田中千智は、初期の重要なキャリアを横浜で築きました。かつて
違法な飲食店が立ち並んでいた黄金町地区では、横浜市の文化政策の一つとしてアートによるまちづくり
が進められています。2008年、その黄金町で田中は2ヶ月間の滞在制作を行い、100人を超える地域住民
の肖像画を発表して好評を博しました。
この発表から7年を経て開催する本展は、田中のこれまでの活動のなかで最大規模の個展であり、近年ま
すます深度を増す作品世界に再び横浜で出会える待望の展覧会です。タイトルの「I am a Painter」には田
中の画家としての強い意志が表れており、会場には本展のための大型の新作が登場します。また、異な
るジャンルの作家と制作した作品を展示したり、2008年の肖像画を黄金町のまちなかに再展示したりして、
これまでの多彩な活動を一望します。
田中の作品に特徴的な、吸い込まれるような漆黒と色彩のきらめき、透き通った世界を存分に堪能してい
ただける機会となることでしょう。

ニューアート展NEXT 2015   田中千智展  I am a Painter
2015年10月2日［金］～10月18日［日］  10:00～18:00（入場は17:30まで）   会期中無休 
横浜市民ギャラリー   展示室1、B1   入場無料

10／1～11／3の「黄金町バザール」の期間、黄金町の約20店の
店舗では、2008年に田中さんが描いたまちの人々の肖像画が
展示されます。

参加者大募集！ 会場｜横浜市民ギャラリー4階アトリエ

〈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。
必要事項｜①希望の講座名・コース名  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
〈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。
〈直接来館〉当館4階事務室へお越しください。

※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。 ※複数の講座、コースに参加を希望される場合は、別 に々お申込みください。
※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。
※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）。
※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。 ※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。
※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。
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大庭明子さんは、1956年神奈川県逗子市生まれの版画家です。幼い頃は実家の洋館の庭や周辺の豊かな自然の中でよく

遊んでいたそうです。この自然や、洋服のデザイナーだった祖母の縫製工場で洋服が出来上がっていく様、祖母の海外か

らのお土産の造形を目にしていた経験が、自身が絵を描き始めた背景にあったとしています。

　東京造形大学ではリトグラフを専攻していましたが、卒業後木版画に転向します。本格的に制作を始めると、色彩の深淵

さを出すことに苦心したそうですが、次第に自分の作品の

軽やかさを受入れられるようになったそうです。カラフルで、

異国的でありながらどこか懐かしい印象を与える作品は、

日常や旅行先で見た物事や人々 からインスピレーションを得

て描かれることが多く、複数の作品に繰り返し登場するキャ

ラクターには独自の遊び心ある名前がつけられています。

　本作品に描かれた「ねじれた木」を制作後、大庭さんは偶

然訪れた山形県でよく似た梨の木を発見し、それを契機に

木の持ち主のご家族との交流が今も続いているそうです。
《ねじれた木 -FIRST FINALE -》   1990年   木版   61.0×85.1cm

横浜市民ギャラリーゆかりの作家たち vol.4   ▷▷▷   大庭明子（おおば・あきこ）

JR桜木町駅発
時　　分
10　　00　　30▲

11　　00　　30▲

12　　00　　30▲

13　　00　　30
14　　00　　30
15　　00　　30●

16　　00　　30●

17　　00　　20●

横浜市民ギャラリー発
時　　分
10　　15　　45▲

11　　15　　45▲

12　　15　　45▲

13　　15　　45
14　　15　　45
15　　15　　45●

16　　15　　45●

17　　10　　45●

JR桜木町駅発
時　　分
10　　00　　20▲　40▲

11　　00　　20▲　40▲

12　　00　　20▲　40▲

13　　00　　20　　40
14　　00　　20　　40
15　　00　　20●　40●

16　　00　　20●　40●

17　　00　　20●

横浜市民ギャラリー発
時　　分
10　　10　　30▲　50▲

11　　10　　30▲　50▲

12　　10　　30▲　50▲

13　　10　　30　　50
14　　10　　30　　50
15　　10　　30●　50●

16　　10　　30●　50●

17　　10　　30●　50●

平日（30分間隔）

［時刻表］

土・日・祝（20分間隔）

※火曜日は展示作業日のため▲印の運行がありません。
※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。
※第3月曜日、年末年始（12／29～1／3）は休館日のため運行がありません。
※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。

▷教養講座「ハマゼミ」

▷大人のためのアトリエ講座

▷ハマキッズ・アートクラブ

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

北島敬三 《飯舘村》   2011年  © Keizo Kitajima

岡田裕子 《EXERCISES》   2014年   ビデオ　
黄金町バザールでの屋外スクリーニング風景   撮影：笠木靖之

髙橋浩規 
《月下美人》 

2014年  紙本彩色

鈴木理策 《海と山のあいだ 13,DK-198》   2013年
© Risaku Suzuki / Courtesy of Gallery Koyanagi

※この原稿は6月27日に開催した教養講座ハマゼミ「おしゃべりな絵と旅をする」での大庭さんのお話を参考にしました

《いつかのために》   2014年   油彩、アクリル、キャンバス   27.3×45.5cm

《天使エスメラルダ》   2013年   油彩、アクリル、キャンバス  80.3×130.3cm

また横浜で展示できることが
すごく嬉しいです。
肖像画のイメージが強いと思うので、
皆さんが私の新しい絵を見たときにどういう
反応をされるのかが楽しみです。

「横浜市こどもの美術展」が3年ぶりに開催されました。横浜市民ギャラリー開館翌年の1965（昭和40）年より続く、伝統ある展覧会
です。
「こどもの美術展」は応募された作品を無審査で展示するアンデパンダン形式が特徴です。こどもの自由な表現を尊重する姿勢
は第1回展から継承されています。現在の施設に移転後はじめての開催となった今回の応募作品は2,298点。家族の顔や動物、
夏の思い出などこどもたちの描いた元気な作品で展示室がいっぱいになりました。
会期中には作品を見ながら親子や友人同士が対話する様子、自由参加ワークショップ「アート・ハット」を楽しむ姿が多くみられま
した。また、今回からこどもたちの表現の先輩であるアーティストの作品に触れる機会を設けました。初回はチラシ等にイラスト
レーションを提供してくれた川口恵里さんのミニシアターと体験型アニメーションです。くすっと笑ってしまうようなユニークな作品
を思い思いに楽しんでいました。

0～12歳までのこどものたちの作品で展示室がいっぱいになりました。

自由参加ワークショップ「アート・ハット」
たくさんの家族連れでにぎわいました。ボランティアの皆さんが大活躍！

川口恵里 《穴の空いた公園》
顔を出して体験するフシギなアニメーションにこどもも大人も夢中になりました。

photo: Ken KATO

上｜

下｜

横浜市こどもの美術展2015
2015年7月31日［金］～8月9日［日］ 全10日間  10:00～18:00
横浜市民ギャラリー 展示室B1、1、2、3
出品作品：2,298点
展覧会入場者：9,834名
関連事業：自由参加ワークショップ「アート・ハット」 10:00～17:30（B1F）

　　　　  かわぐちえりミニシアター  10:00～18:00（1F）

　　　　  体験型アニメーション「穴の空いた公園」  10:00～18:00（B1F）

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）
協賛：（株）ヤマハミュージックリテイリング 横浜店
協力：mt
後援：横浜市文化観光局、横浜市教育委員会、神奈川新聞社、tvk、ラジオ日本、
　　  FMヨコハマ、 横浜市ケーブルテレビ協議会
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