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9／22 〜 10 ／9
［B1F／1F ］

10 ／12 〜 10 ／16
［ 3F ］

第29回 神奈川書家三十人展
神奈川新聞社
神奈川を代表する書家 30人の新作。

※ 2016年7月5日時点の情報です。

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。

11／22 〜 11／28
［B1F／1F／2F／3F ］

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。

12／21〜 12／25
［ 3F ］

1／18 〜 1／23
［ B1F／1F／2F／3F ］

斎藤義重、榎倉康二、菅木志雄、
池内晶子、鈴木孝幸の作品11点を
展示。

ギャラリートークも開催。

第63回 春陽会神奈川研究会展
春陽会 神奈川研究会
神奈川在住春陽展出品者70名の
年間研究成果絵画180点。

10:00 〜18:00 ※最終日〜16:00

10:00〜18:00 ※初日14:00〜、最終日〜15:00

第11回 橘学苑高等学校
卒業作品展
橘学苑高等学校デザイン美術
コース
デザイン美術コース32名による、絵

―――

―――

画、
デザイン、立体、映像の展示。

童生徒の書写作品。

10:00〜18:00 ※初日13:00〜、最終日〜16:00

会期中無休
10:00 〜18:00 ※入場は17:30まで、

10／19 〜 10／24

11／29 〜 12／5

10:00〜18:00

10:00〜18:00 ※最終日〜16:00

―――

―――

―――

新・今日の作家展2016
創造の場所―もの派から現代へ
横浜市民ギャラリー

―――

9／27 〜 10／3
［3F ］

［ B1F／1F／2F／3F ］

第56回 神奈川県女流美術家
協会展
神奈川県女流美術家協会

第4回 水彩連盟神奈川支部展
水彩連盟 神奈川支部
20 〜100号の水彩による作品約75点。

個性的な大作を中心とした油彩、
日本画等約200点。

10:00 〜18:00 ※初日14:00〜、最終日〜16:00

10:00 〜18:00 ※最終日〜16:00

―――

9／27 〜 10／3
［2F ］
第48回 神奈川現展
現代美術家協会 神奈川支部
自由に表現された現代美術作品
展。平面、工芸、立体等50点。
10:00〜18:00 ※初日13:00〜、最終日〜16:00
―――

10／4 〜 10／10
［ 3FB］
横浜水彩同好会展
横浜水彩画同好会
水彩画を楽しんでいる仲間の作品。

20号まで 50点。
10:00〜18:00 ※初日13:00〜、最終日〜16:00
―――

10／4 〜 10／10
［ 2F ］
第13回 風景スケッチ展
横浜・鎌倉スケッチ会
会員70名による国内外の水彩ス
ケッチ約200点。
10:00〜17:00 ※初日13:00〜、最終日〜16:00
―――

10／11 〜 10／16
［2FA］
みずゑ秋季展
爽蒼美術協会
10 〜30号の水彩画。約60点。
10:00〜18:00 ※初日13:00〜、最終日〜16:00
―――

10／11 〜 10／16
［2FB］
第4回 赫土会
土曜会
絵画サークル『土曜会』主催の絵
画展。

―――

10／25 〜 10／30
［ 3F ］
第9回 え塾展
横浜美術学院／え塾
社会人向け絵画教室「え塾」の油
彩・水彩・日本画作品。
10:00〜18:00 ※初日13:00〜、最終日〜15:00
―――

10／25 〜 10／31
［ 2FA ］
第22回 金沢フォトクラブ写真展
金沢フォトクラブ
共同制作・共通テーマ・個別展示
の3部門約200点。

［ 2F／3F ］

横浜四大学連合写真展
横浜四大学写真連合
横浜市内にある四つの大学の写
真部及びOBによる合同展覧会。
10:00 〜18:00 ※初日14:00〜、最終日〜15:00
―――

11／29 〜 12／5
［ 1F ］

写真をはじめとして、油・水・水墨・
創作人形・てん刻など100点。
10:00〜18:00 ※初日12:00〜、最終日〜16:00
―――

11／30 〜 12／5
［B1F ］

第28回 雨聲会横浜書展
雨聲会 横浜支部

淡墨による漢字・かな作品や子ども
達の書道作品。70点。
10:00〜18:00 ※最終日〜15:00
―――

―――

12／7 〜 12／11
［B1F／1F／2F／3F ］
第53回 神奈川県高等学校書道展

描の会会員による油彩画、水彩画
の絵画作品約60点。
10:00〜18:00 ※初日13:00〜、最終日〜16:00
―――

10／25 〜 10／31
［ 1F ］
面匠会能面展
面匠会

高校書道展

県内高校生による書道作品70枚余。
10:00〜18:00 ※最終日〜16:00
―――

12／13 〜 12／18
［ B1F／1F／2F／3F ］

第42回 神奈川独立展・第24回
神奈川県青少年毎日書道展
神奈川県独立書人団

能面を主として狂言面を含む50面。

現代美術としての
「書美」
を追及する
団体の作品と県内学生児童の作品。

11:00 〜17:00 ※初日12:00〜、最終日〜16:30

10:00〜18:00 ※初日13:00〜、最終日〜16:00

―――

―――

11／2 〜 11／14
［B1F／1F／2F／3F ］
第72回 ハマ展
横浜美術協会
第72回ハマ展の開催。会員、会友、

12／20 〜 12／25
［ 2F ］
第43回 高校生写真展
神奈川県高等学校文化連盟写
真専門部

10:00〜18:00 ※初日13:00〜、最終日〜16:00

一般応募者の入選作品。

高校生による写真を展示。

―――

10:00 〜18:00 ※最終日〜14:00

10:00〜18:00 ※初日14:00〜、最終日〜16:00

―――

―――

10 ／11 〜 10 ／16
［1F ］
横浜ズーミング倶楽部
写真展2016
横浜ズーミング倶楽部

11／15 〜 11／20
［B1F／1F／2F／3F ］
第56回 神奈川旺玄展
一般社団法人 旺玄会神奈川支部

12／20 〜 12／26
［1F ］

第9回 現代ルネッサンス美術展
現代ルネッサンス美術会

「写真を楽しむ」
をモットーに、個性
豊かな作品60点。

油彩を中心に水彩、日本画、版画
等。200号以下、約200点。

古典絵画に則ったリアリズム作品。
油彩、水彩等約120点。

10:00 〜18:00 ※初日13:00〜、最終日〜16:00

10:00〜18:00 ※初日14:00〜、最終日〜16:00

10:00〜18:00 ※初日12:00〜、最終日〜16:00

―――

―――

―――

表紙｜池内晶子《Knotted Thread-52knots-north-south-catenary-h330cm》 2015年 絹糸 撮影：椎木静寧 写真提供：gallery21yo-j

横浜彫塑研究会
テラコッタ作品展
横浜彫塑研究会

テラコッタ粘土をひねって作った素
焼きの作品30点。

1／25 〜 1／30
［ B1F／1F／2F／3F ］

フォト 17 合同写真展
フォト展実行委員会
横浜市内を中心に神奈川/東京の19
団体による写真展。
10:00〜17:00 ※初日13:00〜、最終日〜16:00
―――

第42回 ハマグルッペ展
ハマグルッペ

10:00〜18:00 ※初日14:00〜、最終日〜16:00

10／25 〜 10／31
［ 2FB］
第12回 描の会展
描の会

1／10 〜 1／15
［ B1F／1F／2F／3F ］

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
横浜市教育委員会事務局
指導部 指導企画課
800本以上の仮巻。横浜市立学校児

1／31〜 2／6
［ 1F ］

横浜市立学校総合文化祭 図画
工作・美術・書道作品展
横浜市教育委員会事務局
指導部 指導企画課

横浜市立学校の児童生徒の作品を
一堂に集めた合同作品展。
10:00 〜18:00 ※最終日〜13:30
―――

情報｜催し物ピックアップ
BODY/PLAY/POLITICS−カラダが語りだす、世界の隠された物語
2016年10月1日［土］〜 12月14日［水］10:00 〜18:00 横浜美術館
※10／28［金］
は20:30まで（入館は閉館の30分前まで）

休館日｜木曜日、11／4［金］

※ただし11／3［木・祝］
は無料開館

料金｜一般1,500円、大学・高校生1,000円、中学生600円

出品作家｜インカ・ショニバレ MBE、イー・イラン、アピチャッポン・ウィーラセタクン、
ウダム・チャン・グエン、石川竜一、田村友一郎
ある一人の人間の身体、集団としての行動、霊的な存在など、歴史を通じて作り上げられた身体が
生み出すイメージの数々に、
それぞれの角度から切り込んでいく現代作家たち6人の作品を紹介。
［お問合せ］〒220-0012 横浜市西区みなとみらい3-4-1

インカ・ショニバレ MBE《さようなら、過ぎ去った日々よ》
2011年 Courtesy the artist and James Cohan Gallery, New York

TEL 045-221-0300 FAX 045-221-0317 http://yokohama.art.museum/

あざみ野コンテンポラリーvol.7
「悪い予感のかけらもないさ」展

2016年10月7日［金］〜 10月30日［日］10:00 〜18:00
横浜市民ギャラリーあざみ野 展示室 1・2 入場無料 ※10／24［月］休館
出品作家｜岡田裕子、風間サチコ、金川晋吾、鈴木光、関川航平
「あざみ野コンテンポラリー」
は、現在進行形のアートを紹介するシリーズ展。
本展では、5 人のアーティストが生活世界で培ったパーソナルな感覚が、それぞれの表現手
法（絵画、木版画、映像インスタレーション、写真、映像）を用いた作品として示されます。
［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/

風間サチコ《獲物は狩人になる夢を見る》 2016年
木版画（パネル、和紙、墨） 91.3×121cm ©Sachiko KAZAMA
Courtesy of the artist and MUJIN-TO Production Photo: Kei Miyajima

黄金町バザール2016−アジア的生活

2016年10月1日［土］〜 11月6日［日］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
［月］
［火］
［月］
［月］
［月］
休館日｜10月3日
、10月11日
、10月17日
、10月24日
、10月31日
料金｜展示期間中有効のパスポート 500円（高校生以下無料）
（台湾）
参加アーティスト｜康雅筑［カン・ヤチュウ］
、津川奈菜（日本）、曹明浩＋陳建軍
［ツァオ・ミンハオ＋チェン・ジェンジュン］
（中国）
、西野正将（日本）、ピヤラット・ピヤポン
（タイ）
ウィワット
、ファン・レ・チュン（ベトナム）、プラパット・ジワランサン（タイ）、ユ・ソ
ンジュン（韓国）、渡辺篤（日本）、ほか
国内外のゲストアーティストと黄金町のアーティストがまちの中に作品展示する
「アートプロ
「まちプロジェクト」
を通して、アートによ
ジェクト」
と、住民とともにまちの魅力を再発見する
るまちづくりの可能性を提案します。
［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-2016/

康雅筑［カン・ヤチュウ］
《Reservation》 2013年

©KANG,Ya-chu
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予告｜新・今日の作家展2016

予告｜大人のためのアトリエ講座2016後期

報告｜横浜市こどもの美術展2016

創造の場所−もの派から現代へ

大人のためのアトリエ講座は、専門的な創作活動やレクチャーを体験することができる
プログラムです。 会場｜横浜市民ギャラリー4階アトリエ

51年目の「横浜市こどもの美術展」大盛況！

日本の現代作家の表現を多角的に取り上げ、現代美術のひとつの流れを示す重要な足跡を残した年次展覧会

舞台美術をひもとく

を募集し、会場には色とりどりの花の絵が並びました。自由テーマとあわせて応募された作品は3,326点！元気な絵

です。表現の多様化に伴い
「今日の作家展」は、2006年から
「ニューアート展」、「ニューアート展 NEXT」へと受け

オペラやバレエなどの舞台美術を手掛ける舞台美術家によるレクチャー。普段見られない模型展示も。

継がれてきました。現在の場所に移転・再始動し2年目を迎えた本年、当ギャラリーは、年次展覧会の総称を再び

日時｜11／6［日］ 14:00 〜16:00 講師｜鈴木俊朗
（舞台美術家） 定員｜50名 参加費｜1,000円

横浜市民ギャラリー開館の1964年から40年にわたって開催した
「今日の作家展」は、企画に美術評論家を招聘し

「今日の作家展」
として、同時代の美術を紹介していきます。
「新・今日の作家展」第一弾では、既成の価値観や認識からものごとを解放し、ものともの、ものと空間、ものと身
体の限りない連関をあらわす作家たちの作品に焦点をあてます。1960年代後半に現れた
〈もの派〉
の作家たちは、
「今日の作家展」
を活動の場所のひとつとしていました。事物の存在や関係、それらが置かれる状況や空間自体
を作品とし、ものの本質を問い続けた
〈もの派〉の思想は、世界と向き合う糸口として今日の美術に脈々と流れて
います。本展では、「今日の作家展」に出品された斎藤義重と榎倉康二の作品、そして菅木志雄、池内晶子、鈴
木孝幸の新作により構成し、
〈もの派〉から現代へとつながる“創造の場所”をめぐりながら、つくること・みること
の可能性を探ります。

で会場がいっぱいになり、会期中には暑さにも負けずたくさんの親子連れが訪れました。2日間にわたって開催した

歌劇『竹取物語』

よく観て描く̶ 細密画家と学ぶ、デッサンと着彩
（デッサン）
②11／ 24 モチーフを描く

点の作品を展示しました。そのスケールと、花畑の中をもぐらが動き回るしかけが大人気。会場でつくった手づくりの

横浜市こどもの美術展2016

（デッサン＋着彩）
③12／ 1 水彩の混色実践とグラデーションによるカラーチャート作成 ④12／ 8 モチーフを描く
（デッサン＋着彩） ⑥12／ 22 モチーフを描く
（デッサン＋着彩）、
額入れ 全て木曜日 13:30〜16:00
⑤12／15 モチーフを描く

2016年7月29日［金］〜 8月7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

講師｜石田淳一
（画家） 対象・定員｜15歳以上・20名
（応募多数の場合は抽選） 参加費｜15,000円
（全6回、
材料費込）

出品作品｜花部門907点、自由テーマ部門2,419点 計3,326点

講師参考作品

申込締切｜10／27［木］必着 ※締切後、
当選の連絡を受けた方が講座に参加できます。

日時｜12／4［日］ 13:00〜16:30

展覧会入場者｜15,116名、音楽会入場者数：530名、ボランティア参加者数：59名、計 15,705名
関連事業｜自由参加ワークショップ
「どうぶつお面をつくろう」
、康夏奈展
「もぐらの世界 私の世界」

手製本でつくる2017年の手帳

夏のこども音楽会 ヤマハピアノ＆エレクトーン オンステージ 7月30日［土］、31日［日］
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）

講師｜本間あずさ
（製本家） 対象・定員｜15歳以上・20名
（応募多数の場合は抽選）

協賛｜
（株）
ヤマハミュージックリテイリング 横浜店 後援｜横浜市教育委員会、横浜市文化観光局

参加費｜3,500円
（材料費込） 申込締切｜11／12［土］必着 ※締切後、当選の連絡を受けた方が講座に参加できます。

オープンスタジオ 人体を描く

※入場無料 会期中無休

アーティストの康夏奈（吉田夏奈）さんによる特別展示では、クレヨンで菜の花畑を描いた大きな作品《もぐら》
など3
「どうぶつお面」
をかぶって歩く子どもたちの姿やたくさんの笑顔を見ることができた10日間でした。

静物をモチーフに、じっくりと制作に取り組みます。
日時｜①11／ 17 デッサン・水彩の解説、鉛筆によるグラデーションチャート作成

古くからヨーロッパに伝わる手製本の歴史と技術について学び、紙と糸で綴じるオリジナルの手帳をつくります。

2016年9月22日［木・祝］〜 10月9日［日］10:00 〜18:00（入場は17:30まで）
横浜市民ギャラリー 展示室 1、B1

今年は現在の地に移転して2回目の開催となりました。今回は新たに
「花」
というテーマを設けて子どもたちから作品

「夏のこども音楽会」
ではのべ54名の子どもたちによるピアノとエレクトーンの演奏が館内に響き渡りました。また、

申込締切｜10／22［土］必着 ※締切後、当選の連絡を受けた方が講座に参加できます。

レクチャー＋ワークショップ

新・今日の作家展2016 創造の場所ーもの派から現代へ

横浜市民ギャラリー｜アクセス・施設案内

参考作品

それぞれのペースでヌードデッサンに取り組む講座。初日と最終日に講師が来館し、
指導・講評をおこないます。
日時｜① 2017年1／ 26 レクチャー、指導 ② 2／ 2 ポーズ各種 ③ 2／ 9 ポーズ各種 ④ 2／ 16 ポーズ各種、講評

全て木曜日 14:00 〜16:30 講師｜坂本龍幸（画家）
対象・定員｜18歳以上・20名
（応募多数の場合は抽選） 参加費｜8,000円（全4回分）
持ち物｜鉛筆・木炭・コンテ等のデッサン用具（油絵具以外であれば自由）、クロッキー帳や木炭紙などの用紙
（木炭紙大程度）※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｜1／7［土］必着 ※締切後、当選の連絡を受けた方が講座に参加できます。

〒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

講師参考作品

映画『未来をなぞる 写真家・畠山直哉』上映＋トーク
写真家・畠山直哉を追ったドキュメンタリー映画上映後、写真家と映画監督によるトークをおこないます。
「夏のこども音楽会」
一生懸命な演奏に聞き入る聴衆

日時｜2017年2／12［日］14:00〜16：00
講師｜畠山直哉
（写真家）、畠山容平
（映画監督）

﹇申込方法﹈

斎藤義重《内部》 1981年 ラッカー、木、ボルト、紐 横浜美術館蔵

『未来をなぞる 写真家・畠山直哉』
より

•京急「日ノ出町駅」から徒歩8分

Yokohama Civic Art Gallery Art News Magazine

※参加費をお振込みいただいた時点で参加が確定します。原則として一旦納入された参加費は返金いたしません。

「舞台美術をひもとく」
「映画
『未来をなぞる 写真家・畠山直哉』
上映＋トーク」
は講座当日アトリエ受付にてお支払ください。
※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。

［申込共通の注意事項］
※お申込は1人1講座につき1通とします。複数の講座に申込む場合は、別々にお申込ください。

•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。

※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。
※参考作品

［関連イベント］

（1998-1999年 監督・脚本：菅木志雄 86分）
上映会《存在と殺人》
10月1日［土］14:00 〜 会場｜横浜市民ギャラリー 4階アトリエ

講演会「もの派の造形思想の中核としての菅木志雄」
10月2日［日］14:00 〜 出演｜ 千葉成夫（美術評論家、中部大学教授）
会場｜横浜市民ギャラリー 4階アトリエ
クロージングイベント
10月9日［日］ 会場｜横浜市民ギャラリー 展示室 1
菅木志雄 アクティヴェイション：14:00 〜、池内晶子 絹糸を切る：16:00〜
※ 池内晶子は、出品作品を変容させていくパフォーマンスをおこないます。

パフォーマンス前後で作品の外観が異なります。
鈴木孝幸《heaping earth -472》 2015年
釘、テグス、各地にて採取した石、木、陶器片、ガラス片、金属片等

「どうぶつお面をつくろう」

▷▷▷

康夏奈展
「もぐらの世界 私の世界」
を楽しむ子どもたち
すべて photo:Ken KATO

榎倉康二（えのくら・こうじ）

駐車場
有料、予約制

予約専用TEL 045-315-4440（1週間前から受付）

［送迎車時刻表］

榎倉康二さんは、1942年東京生まれ。1968年東京藝術大学大学院美術研究
科修了。1970年に第10回日本国際美術展
「人間と物質」
をはじめ、第7回パリ
（1971年）
（1978年）
、第38回ヴェネチア・ビエンナーレ
など、
青年ビエンナーレ

※いずれも参加無料、申込不要

アーティストトーク
9月22日［木・祝］ 14:00 〜 出演｜ 池内晶子、鈴木孝幸
会場｜横浜市民ギャラリー 4階アトリエ

※参考作品

家族連れでにぎわうワークショップ会場
ボランティアのみなさんが活躍

横浜市民ギャラリーゆかりの作家たち vol.7

※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）
。

撮影：上野則宏

学芸員によるギャラリートーク
9月25日［日］14:00 〜 会場｜横浜市民ギャラリー 展示室 1

の道を進みます。
の坂道を上がります。

バスでのアクセス

※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。

菅木志雄《縁帯》 1986／2015年 石、木 撮影：佐藤毅

※ 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

「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」

〈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。
（ふりがな）
〈往復はがき〉
「①希望の講座名／②氏名
／③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 大人のためのアトリエ講座係 宛
〈ホームページの申込フォーム〉http://ycag.yafjp.org/lecture_adult/
〈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］

榎倉康二《無題》 1979年
綿布、油彩 世田谷美術館蔵

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

「花」部門の応募作品

定員｜50名 参加費｜500円 ※申込不要、直接会場にお越しください

［交通案内］

予告｜B1コンサート MONO 石田泰尚

若い頃から国内外で活動を展開し注目を集めました。また、
1972年、1975年、

1977年、
1978年、
1979年、
1988年の「今日の作家展」に出品され、横浜において

JR 桜木町駅発
時

分

09
10
11
12
13
14
15
16
17

45 ▲
00 ▲
00 ▲
00 ▲
00
00
00
00
00 ●

横浜市民ギャラリー発
時
分

20 ▲
20 ▲
20 ▲
20
20
20
20 ●
20 ●

40 ▲
40 ▲
40
40
40
40
40 ●

10
11
12
13
14
15
16
17
18

10 ▲
10 ▲
10 ▲
10
10
10
10
10 ●
00●

30 ▲
30 ▲
30 ▲
30
30
30
30 ●
30 ●

50 ▲
50 ▲
50
50
50
50
50 ●
45 ●

も様々な作品を発表しています。1975年より、1995年に逝去されるまで母校

B1コンサートMONO ― 石田 泰尚― YCAG横浜音祭り2016 リレーションシップ1
10月29日［土］15:00 開演（14:30開場／16:30終演予定）
神奈川フィルハーモニー管弦楽団のコンサートマスターとして活躍する石田泰尚によるヴァイオリン独奏コンサート。

※ 火曜日は展示作業日のため▲印の運行がありません。

で教鞭をとり、榎倉研究室からは現在活躍する多くの作家が輩出していま
す。
「新・今日の作家展2016」
の出品作家・池内晶子さんもそのひとりです。

榎倉康二
《予兆−柱・肉体（P.W.-No.46）》 1972年
ゼラチン・シルバー・プリント 45.5×55.8cm

B1展示室という独特の空間で石田の身体から生まれる繊細で激しい音楽を間近に感じる。

自らの身体を通して自然や事物との関係性を追求した榎倉さんは、
〈もの

会場｜横浜市民ギャラリー 展示室 B1

派〉
を代表する作家でもあります。
《予兆−柱・肉体（P.W.-No.46）》
は、1972年の
「今日の作家展」
に出品された作品です。この

出演者名｜石田泰尚
（ヴァイオリン）

演奏曲目｜J.S.バッハ／無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第２番 ニ短調、他

作品は、当時桜木町駅前にあった市民ギャラリーで制作されました。自身の行為を俯瞰する視点からとらえたこの作品に

［木］10:00〜
料金｜2,500円
（全席指定） 発売日｜9月8日

チケット取扱い｜Confetti
（カンフェティ） http://confetti-web.com

0120-240-540（平日 10:00 〜18:00）

（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）
主催｜横浜市民ギャラリー
共催｜横浜アーツフェスティバル実行委員会
※ 詳細はチラシ、ホームページをご覧ください

©井村重人

※ 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。
※ 横浜市民ギャラリー主催の展覧会開催中は、曜日を問わず全ての便を運行します。
※ 第3月曜日、年末年始は休館日のため運行がありません。
※ 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。

http://ycag.yafjp.org/

@ycag1964

http://facebook.com/ycag1964

は、日常では意識しないような場所の成り立ちや、床、柱などの存在感があらわれています。
「新・今日の作家展2016」
では、

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）

「今日の作家展」
に出品された作品
《無題》
を展示します。
写真作品に加え、1979年の

発行日｜2016年10月1日
デザイン｜ten pieces
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