横浜市民ギャラリー展覧会スケジュール

第41回 ヨコハマ日曜画家展

[全展示室]
5/30〜6/4 10:00〜18:00 ※最終日〜15:00
日曜画家のための出品審査のない公募展。全てを展示し34
賞授与
主催：特定非営利活動法人 横浜美術友の会

公募第21回 中美神奈川展

[3階]
6/5〜6/11 10:00〜17:30 ※初日14:00〜、最終日〜16:00
1年間の成果60点余を200号以下の油彩・水彩・日本画ほか
展示
主催：中央美術協会 神奈川支部

金沢区美術協会創立10周年記念・
第10回 金美会員展

[1階/2階]

[2階]

6/12〜6/17 10:00〜18:00 ※初日〜14:00、最終日〜16:00
神奈川県在住の一陽展出品者による100〜150号の絵画、版
画、彫塑
主催：一陽会 神奈川支部

2018年 横浜金沢写真連盟・
横浜金沢観光協会合同公募展

[地下1階/1階]

6/12〜6/17 10:00〜18:00 ※初日14:00〜、最終日〜16:00
「自由」と「金沢」2部門の公募入選作品展 写真150点
主催：横浜金沢写真連盟

第48回 世界児童画展 神奈川県展

第30回 こうなん綜合美術展

6/27〜7/2 10:00〜17:00 ※最終日〜15:00
美術を愛好する港南区民を主とした幅広いジャンルの作品
200点
主催：こうなん文化交流協会美術部会

ラビッツファミリー展覧会

[地下1階]
8/1〜8/5 10:00〜18:00
障がいのある子供たちと絵のなんでも屋さんと夢ある立体作
品たち
主催：ラビッツ

エアー・シャワー・アワー

[地下1階]

8/8〜8/13 11:00〜17:30 ※最終日〜15:00
映像やインスタレーションを用いた5人の作家によるグループ展
主催：藤倉麻子、磯部蒼、長田雛子、西片例、早川翔人

7月
[3階]

瓢蟲社同人写真展 2018

7/3〜7/9 10:00〜17:00 ※初日13:00〜、最終日〜15:00
写真作家14名による集団個展
主催：瓢蟲社

第67回 浜書展

[全展示室]
8/15〜8/19 10:00〜18:00 ※最終日〜16:00
67回を迎える書道の公募展。一般部・学生部約400点
主催：横浜書道連盟

[2階]

JPA第28回 ブルーベイヨコハマ展

7/3〜7/9 10:00〜17:00 ※初日13:00〜、最終日〜16:00
会員で京浜地区有志が1人150cmのスペースに大小複数自
由展示
主催：一般社団法人 日本写真作家協会

サトウタカシ展

[1階]

8/22〜8/27 11:00〜18:00 ※最終日〜15:00
お祭り、救助、戦争、人物、風景、仏像など水彩画42点
主催：サトウタカシ

[3階Ａ]

6/12〜6/17 10:00〜18:00 ※初日14:00〜、最終日〜16:00
台湾女流作家。世界を旅した記憶を絵画、写真等で多彩に
表現
主催：Sunny Li リー・はるこ 李晴

第20回 神奈川一陽展

[1階]

[1階]

8/1〜8/6 10:00〜18:00 ※最終日〜16:00
横浜の失われゆく風景のスプレー画と、横浜ゆかりの作家作
品展
主催：JYU

[3階Ｂ]
6/16〜6/17 10:00〜18:00 ※最終日〜15:00
神奈川県の入選・特選を中心に国内、海外の児童画約200点
主催：公益財団法人美育文化協会

暮らしの原形（かたち）伊藤信幸写真展

[1階]

7/3〜7/9 10:00〜18:00 ※初日13:00〜、最終日〜17:00
中国の地方の街。人々の日常と暮らしをテーマにした作品72点
主催：伊藤信幸

彷徨いの街 大阪

[全展示室]

7/11〜7/15 10:00〜18:00 ※最終日〜16:00
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
主催：産経新聞社 横浜総局
主催

横浜市こどもの美術展2018

8/28〜9/3 10:00〜18:00 ※初日14:00〜、最終日〜16:00
県内最大級の公募、巡回展。絵画、彫刻、版画、染織約
250点
主催：太平洋美術会 神奈川支部

[地下1階]

7/3〜7/9 10:00〜18:00 ※初日13:00〜、最終日〜17:15
急ピッチに高層ビル街へと移り変わっていく大阪の街と人々
主催：宮本 進

第33回 21世紀国際書展

第61回 太平洋神奈川展（公募・巡回展）[全展示室]

[全展示室]

7/20〜7/29 10:00〜18:00
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（予
告ページに詳細あり）
主催：横浜市民ギャラリー

9月
第45回記念 神奈川独立書展・
第27回 神奈川県青少年毎日書道展

[全展示室]

9/4〜9/10 10:00〜18:00 ※初日14:00〜、最終日〜16:00
書作品、大作・個人コーナー等120点と、青少年1200作品
主催：神奈川県独立書人団

第一美術協会 第41回湘南支部展

[3階]
9/11〜9/16 10:00〜18:00 ※初日15:00〜、最終日〜16:00
油彩、水彩、墨彩、工芸等会員の日々の努力と成果が詰って
いる
主催：第一美術協会 湘南支部

美術団体等迦会 神奈川支部

[2階Ａ]

9/11〜9/16 10:00〜18:00 ※初日12:00〜、最終日〜17:00
神奈川支部による油彩等の展示。批評家を招いての講評会
も行う
主催：美術団体等迦会 神奈川支部

2018 横浜カメラクラブ（Y.C.C）写真展

[3階Ａ]

フォトクラブGENKI

[3階B]

9/18〜9/24 10:00〜17:00 ※初日13:00〜、最終日〜15:00
65周年記念展。各自2ｍの中で自由表現し約100点展示予定
主催：横浜カメラクラブ(Y.C.C)

9/18〜9/24 10:00〜17:00 ※初日13:00〜、最終日〜15:00
いつまでも元気なもの達の年1回の写真展
主催：フォトクラブGENKI
[2階]

第6回 水彩連盟 神奈川支部展

9/18〜9/24 10:00〜18:00 ※初日13:00〜、最終日〜16:00
20号〜100号の現代水彩画を65点展示
主催：水彩連盟 神奈川支部
主催

[地下1階/1階]

新・今日の作家展2018 境界を紡ぐ（仮称）

9/21〜10/8 10:00〜18:00
テーマを設けて同時代の美術を紹介し、現代の表現を考察
主催：横浜市民ギャラリー

みずゑ 秋季展

[3階Ａ]

9/25〜10/1 10:00〜17:00 ※初日13:00〜、最終日〜16:00
準会員、会友による水彩、パステル10号〜30号約40点を
展示
主催：爽蒼美術協会

横浜水彩同好会展

[3階B]

9/25〜10/1 10:00〜17:00 ※初日13:00〜、最終日〜16:00
横浜で水彩画を楽しむ35人のグループで、6号〜20号を70点
主催：横浜水彩画同好会

第58回 アーネスト美術展

[2階]

9/25〜10/1 10:00〜18:00 ※初日13:00〜、最終日〜16:00
油彩、日本画、立体等 約60点を展示
主催：アーネストクラブ

10月
風景スケッチ展

[3階]

10/2〜10/8 10:00〜17:30 ※初日13:00〜、最終日〜16:00
国内外の風景スケッチ
（水彩）
を約200点展示
主催：横浜・鎌倉スケッチ会

神奈川県警察職員美術展

[2階]

10/3〜10/8 10:00〜18:00 ※最終日〜15:00
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
を展示
主催：一般財団法人 神奈川県警友会

横浜市民ギャラリーでは、市民の皆様の展覧会の様子を毎回写真で記録し、ホームページで即日発信して
います。ぜひ、ご覧ください。

当館ホームページ
（ http://ycag.yafjp.org ）▶ スケジュール ▶ 展示室

イベント情報

横浜市民ギャラリーの総合情報誌

「市民ギャラリー」という名称を日本で初めて使用したのが、この横浜市民ギャラリーといわれています。
50年以上の歴史を持つ横浜市民ギャラリー、その開館当時に撮られた貴重な写真をご紹介します。

開館当時は桜木町駅前に立地し、赤レンガ造りの建物でした

目の前の通りには市電（1972年廃止）
が走っていました

マスコットキャラクターは最初期から使われていました。2006年公募
により、名称は「ハマキッズ・コロロ」に決定

1960年代の盛況なこどもの美術展。来場者の服装が当時を彷彿と
させます
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須川展也plays「シャコンヌ」-サクソフォン・ソロ
2018年8月26日
（日）18:30開演

料金3,000円（全席指定）

出演：須川展也（サクソフォン）
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）
共催：横浜アーツフェスティバル実行委員会
国内を代表するサクソフォン奏者須川展也が新たに挑むsoloの世界・
・
・
DDD2018期間中に、シャコンヌ、タンゴ、チャルダッシュなど数々の舞曲
をアグレッシブな演奏でお届けいたします。
※チケットお求め等詳細は決定次第、当ギャラリーHP及び広報チラシ等でお知らせいたします。
（6月中旬予定）

催し物ピックアップ

横浜美術館

最寄駅

みなとみらい線「みなとみらい駅」
JR・横浜市営地下鉄「桜木町駅」

モネ それからの100年

横浜市民ギャラリーの配架棚

2018年7月14日
（土）
〜9月24日
（月・休）
10：00〜18：00
休館日：木曜日
（8月16日は開館）

横浜市内や都内の美術施設で開催される
様々な展覧会のポスターを皆さんは街中でよ
く見かけると思います。そういったイベントの
案内は当ギャラリーにも寄せられて、イベン
トのチラシはギャラリー入り口に据えてある
配架棚に並びます。

※ただし9月14日
（金）、15日
（土）は午後8時30分まで
※入館は閉館の30分前まで

印象派を代表する画家クロード・モネ。ひたすら
に風景を見つめ、描き続けたモネの作品は、今日
にいたるまで私たちを魅了してやみません。
本展では、モネの初期から晩年までの絵画25点
と、後世代の26作家による絵画・版画・写真・映像
65点を一堂に展覧。両者の時代を超えた結び
つきを浮き彫りにし、いまもなお生き続けるモネ
の芸術のゆたかな魅力に迫ります。

クロード・モネ《睡蓮》1906年 吉野石膏株式会社（山形美術館に寄託）

［お問合せ］
〒220-0012 横浜市西区みなとみらい3-4-1
TEL 045-221-0300 FAX 045-221-0317 http://yokohama.art museum/

催し物ピックアップ

スタッフから

横浜市民ギャラリーあざみ野

最寄駅

当館では送られてくるチラシを来館される多くの方々にご紹介することで、チラシに込められた企
画の素晴らしさをお伝えし、それぞれの美術をめぐる旅のお手伝いができればと思っています。
東急田園都市線
「あざみ野駅」
横浜市営地下鉄

あざみ野こどもぎゃらりぃ2018
2018年7月27日
（金）
〜8月5日
（日）
10：00〜17：00 ※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、ファッションデザイナー伊東純子による展示
や、子どもたちが撮影した写真の展示など。会
期中は体験コーナーや、出品作家によるワーク
ショップの他、関連イベントも開催します。どうぞ
お楽しみに！

配架棚には、馴染みの美術館とともに地方都市や山裾の小さな美術館からのチラシが並ぶこと
があります。そんな一枚を手に取ってあれこれ想像し訪ねてみると、ある絵本美術館では作者の
原画展が開催されていたり、学芸員の方が作者や作品について丁寧に説明してくれたり。思い
がけない出会いとともに普段味わえない静かな時間を過ごせるかもしれません。

当館にDMやチラシ等を配架希望の方は、30〜50部程、4階の事務所にお持ちいただくか
ご郵送下さい。置き場所や時期は、当館にお任せいただいております。

表紙の写真
2018年2月17日、ハマキッズアートクラブ「ぺったんアート」
（講師：三ツ山一志《当
館主席エデュケーター》）での一コマ。
「自分は、こうつくりたい」という子どもの
大切な思いが、小さな指先に宿ります。
昨年の展示の様子

［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/

photo by Kazuya Kato

▶子どものためのアトリエ講座「ハマキッズアートクラブ」への参加申込は、
当情報誌または当館ホームページをご覧ください。

http://ycag.yafjp.org

﹁ 大 変 だったけれども ︑楽しかった ﹂

Sunny Li リー・はるこ展
〜世界を旅する展覧会〜

[地下1階/2階/3階]

6/26〜7/2 10:00〜18:00 ※初日14:00〜、最終日〜16:00
油画を中心とした平面作品、100号〜130号を約100点展示
主催：神奈川独立美術の会

横浜百景展

9/12〜9/16 10:00〜17:00 ※最終日〜16:00
教室で描いた人物・風景・静物など約40点展示
主催：小林アトリエS

横浜市民ギャラリーは、作品発表の場として展示室を、また創作活動の場所としてアトリエを皆さまにお貸
し出ししています。当館は、年間約100団体の皆様にご利用いただいております。
10名以上で構成されるご利用団体は、利用希望月の1年前の抽選会に参加して展示室を予約することがで
きます。10名以下のグループの方は、空室があった場合に6か月前からご予約が可能です。
ホームページや当館発行の情報誌（アートヨコハマ、横浜画廊散歩）に展覧会情報を掲載するために情報を
募ったり、展覧会約1か月前に直接お会いして打合せを行ったり、利用団体のご担当者の方と連絡を取り合
いながら、オープン当日を迎えます。利用団体の方にとっては1年に1度、または数年に1度の展覧会。無事に
オープンし、作品の前でご家族やご友人と談笑されている姿を拝見したとき、展覧会が終了し、お礼の言葉
と次回へのサポートを期待されたときにとても嬉しく思います。

三 ツ 山一志 ︵ 横 浜 市 民ギャラリー主 席エデュケーター︶

6/8〜6/11 10:00〜17:00 ※最終日〜15:00
横浜市P連「ファミリー写生大会」。大好きな横浜を描いた
作品展
主催：横浜市PTA連絡協議会

第42回 神奈川独立美術展

8月

[2階B]

という 質の高い楽しみ 方 を

[地下1階]

6/19〜6/25 10:00〜18:00 ※初日13:00〜、最終日〜15:00
横浜美術協会会員・会友の洋画、日本画、彫刻、写真約200点
主催：横浜美術協会グループヨコテン

第5回 小林アトリエS展

思い出コラム

体 験 さ せ て あ げ る 役 割 が あ るんで す

6/5〜6/11 10:00〜18:00 ※初日14:00〜、最終日〜14:00
金美協会と他区美術協会からの賛助出品計150点のコラボ
絵画展
主催：金沢区美術協会

[全展示室]

since1964

貸館担当から

※2018年4月20日時点の情報です。主催者の都合により情報が変更されることがあります。

第13回 横浜美術協会会員・会友展

6月

横浜市PTA連絡協議会
第35回 ファミリー写生大会展覧会

2018年6月〜9月

2018年6月ー2018年9月

予 告

横浜市こどもの美術展2018

7月20日
（金）
〜7月29日
（日）※会期中無休
横浜市民ギャラリー 入場無料
子どもの笑顔あふれる展覧会

10:00〜18:00

予 告

会期中の催し

今年のテーマは「動物」

夏の恒例「横浜市こどもの美術展」を今年も開催します。この展覧会は横浜市民ギャラリーが
開館した翌年の1965年から始まった歴史ある展覧会です。子どもたちの自由な発想と豊かな表
現を育み、健やかな成長を応援することを大切に、半世紀以上にわたって継続しています。
今年も一生懸命に描いた子どもたちの絵を大募集！応募された作品をすべて展示します。今年
のテーマは「動物」です。会期中には、誰でも自由に参加できるワークショップ「どうぶつお面を
つくろう！」や、子どもたちの表現の先輩であるアーティスト・ミロコマチコさんの特別展示、
「夏のこども音楽会」もおこないます。
みなさんの作品応募、ご来場をお待ちしています！

予 告

報 告

自立心をはぐくむ 子どものためのアトリエ講座

ミロコマチコ展「いきものかたちもよう」

クリエイティブな時間を過ごす 大人のためのアトリエ講座

横浜市民ギャラリーでは幼児・児童を対象に、描きつくるアトリエ講座「ハマキッズ・アートクラ
ブ」を開催しています。
アートは技術だけではなく「自分で考える」
「自分できめる」
「自分でする」という自立心が必要
な活動です。アートは、子どもたちが大人になるために必要な自立心を得ることができる活動と
も言えます。
「ハマキッズ・アートクラブ」は、活動を通じて子どもたちに「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、そんな経験をしてもらえたらと考えています。

横浜市こどもの美術展2018の会期中、子どもたちの
表現の先輩であるアーティストの作品を展示します。
今年は画家・絵本作家のミロコマチコさんが描くさまざ
まな動物がやってきます！生命のエネルギーがあふれ出
すように、力強いタッチでダイナミックに描かれたミロコ
さんの動物たち。エントランスでは巨大なクジラがみな
さんをお出迎えします。どうぞお楽しみに！
会 場：展示室B1
入場料：無料

横浜市民ギャラリーでは、創作活動やレクチャーを体験することができる「大人のためのアトリ
エ講座」を開催しています。
〈つくって学ぶ〉実技講座と、
〈きいて学ぶ〉教養講座を合わせたプロ
グラムを組むことで、制作する楽しさを感じたりさまざまな知識を取り入れたりする場をつくって
います。

昨年度の大人のための
アトリエ講座の様子

横浜市民ギャラリーコレクション展2018
「写真と素描でたどる横浜 1950̶1980年代を中心に」盛況のうちに閉幕！

「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などを通して収集した
約1,300点の所蔵作品を、毎年テーマを設けて紹介する展覧会です。コレクション展2018で
は、1950年代から1980年代に制作された写真と素描を展示し、横浜の風景の変遷をたどりま
した。二つの特集展示「横浜市所蔵カメラ・写真コレクション」
「漫画家・ヒサクニヒコが描いた
横浜」では、横浜市の魅力的なコレクションおよび横浜にゆかりの深い作家を紹介しました。ま
た、横浜の文化振興に貢献されてきた出品作家の浜口タカシ氏とヒサクニヒコ氏のインタ
ビューも上映しました。会場では、横浜の多種多様な表情を写し描いた作品を、それぞれの思
い出を重ねて鑑賞される方の姿が多く見られました。
関連イベントとして、多方面で活動されているヒサ氏のアーティストトーク、横浜市民ギャラリー
2館の学芸員が各々のコレクションの魅力を紹介したギャラリートーク、12名の鑑賞サポーター
によるトーク、ヒサ氏によるギャラリートークを実施しいずれも好評を博しました。

昨年度のハマキッズ・アートクラブの様子

加者募集
中！
座参
講
ミロコマチコ《ヌマライチョウ》 ミロコマチコ《サバンナシマウマ》2011年
2011年

7月21日
（土）14:00〜15:30（13:30開場）

出 演：ミロコマチコ
（画家・絵本作家）、小林武文（パーカッション）
対 象：小学生以下の子どもと保護者
参加費：無料
会 場：1階エントランス
※申込不要。前方は桟敷席、後方は立ち見です。譲り合ってご覧ください。

profile

画家・絵本作家。いきものの姿を伸びやかに描き、国
内外で個展を開催。ブラティスラヴァ世界絵本原画ビ
エンナーレ（BIB）で、
『オレときいろ』
（WAVE出版）で
金のりんご賞、
『けもののにおいがしてきたぞ』
（岩崎
書店）
で金牌など、受賞歴多数。2016年春より、
『コレ
ナンデ商会』
（NHK Eテレ）
で主に歌の絵を描いている。

○ヤマハ エレクトーン オンステージ
7月28日（土）
・29日（日）両日11:00〜／13:00〜（各45分程度）

担 当 から 一 言

河上祐子

（当館学芸員／エデュケーター）

昨年は約3,200点の絵画作品で
にぎわった横浜市こどもの美術
展。今年はどんな作品が集まるの
か楽しみです。「動物」をテーマ
に、その場で自由に参 加できる
ワークショップやミロコマチコさん
の作品展示など、さまざまな楽し
みを用意してお待ちしています！

【作品募集概要】
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
テーマ「動物」または自由テーマ
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）
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。
応募前には必ずチラシ、ホームページをご確認ください。
（木）
〜7日
（土）10:30〜16:00
受付期間：7月5日
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。
（木）
〜5日
（日）10:30〜17:30
返却期間：8月2日

ヴァイオリンやヴィオラ、チェロ、コントラバスなどプロの演奏家
による、動物たちをテーマとした曲を楽しむコンサートです。

横浜市民ギャラリーゆかりの作家たち vol.12

浜口タカシ

浜口タカシさんは1931年静岡県生まれ。関西での写真機店勤務を経て、1955年に横浜に移り住みます。

2,000円（材料費込）

定 員

各回10名（応募多数の場合は抽選）

参加費

3,000円（材料費込）

会

4階アトリエ

※締切後、当選の連絡を受けた方が講座に参加できます。

へんてこ動物をつくろう！
会

対象・定員

小学1〜6年生

申込締切

参 加 費

1,500円（材料費込）

25名（抽選）

場

親子でダンスパーティー★
会

は、浜口さんの企画展を2回開催しています。1981年の「北海に生きる」では、1970年代から約10年にわた

参 加 費

一組1,000円 ※締切後、当選の連絡を受けた方が講座に参加できます。 後援：横浜アーツフェスティバル実行委員会

対象・定員

幼稚園・保育園の年長に相当する幼児

る写真家の視点と、出来事を記録し伝え

参 加 費

1,500円（材料費込）

大竹美佳（造形作家）

申込 方 法

会

25名（抽選）

定 員

50名（応募多数の場合は抽選）

参加費

1,000円

会

4階アトリエ

場

5月26日（土）必着

62 2 2 0 - 0 0 3 1
往信

62
返信

郵便往復はがき
︵ご自分の住所︶

◎ホームページの申込フォーム
ハマキッズ・アートクラブ
http://ycag.yafjp.org/lecture̲child/
大人のためのアトリエ講座
http://ycag.yafjp.org/lecture̲adult/
◎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。

郵便往復はがき

※消えるボールペンを使用しないでください。

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
※
「ヤマアラシの針でつくる
ブローチ」
の場合は
希望コースも明記

会場の様子。特集展示2「漫画家・ヒサクニヒコが描いた横浜」

【展覧会データ】

横浜市民ギャラリーコレクション展2018
写真と素描でたどる横浜 1950̶1980年代を中心に

塩谷亮（画家）

※締切後、当選の連絡を受けた方が
講座に参加できます。

8月18日（土）必着

︵氏名︶

浜口タカシ《最後のSL D51》 1975年 ゼラチン・シルバー・プリント 36.8×49.8cm

4階アトリエ

◎往復はがき

横浜市西区宮崎町二六の一

に停留している様子を写しています。

場

申込締切

横浜市民ギャラリー

浜間で特別運転された蒸気機関車が、
かつて横浜港駅のあった赤レンガ倉庫前

師

photo:Ken Kato

photo:Ken Kato

2018年3月2日
（金）
〜3月18日
（日）17日間 10:00〜18:00
横浜市民ギャラリー 展示室1、2
出品点数 154点
展覧会入場者数 5,769名＋関連事業参加者 196名＝合計 5,965名
《緑映》2014年 油彩

《模写 ヴェロッキオ工房作『キリストの洗礼』》
2009年 テンペラ、油彩
※図版いずれも塩谷亮

※締切後、当選の連絡を受けた方が講座に参加できます。

〈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。

本作は同展に出品した1点で、東京―横

講

申込締切

﹁ハマキッズ・アートクラブ﹂
または
﹁大人のためのアトリエ講座﹂係

館ウェブサイトからもご覧いただけます）。

●

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。

●

会場の様子。特集展示1「横浜市所蔵カメラ・写真コレクション」

6月10日（日）14:00〜16:00

8月11日（土）必着

9月1日
（土）10：30〜12：00
講

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。
（木）
〜6月19日
（火）必着
応募期間：5月10日
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。詳細は、募集チラシかホームページを
ご覧ください。

展示室B1

ビンの中にはいったキラキラが舞うフシギな「マリンドーム」をつくってみよう。

会の動向を受け止め撮影を続けてきまし

ビュー映像を公開しました
（同じ映像を当

場

マリンドームをつくろう

た。写された写真には、事実を追い求め

※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。

●

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

「写実画家から見た西洋絵画技法の魅力」

申込締切

展示と展覧会に合せて収録したインタ

photo:Ken Kato

巧みな技術によって徹底したリアリティを
追求する画家・塩谷亮さんをお迎えし、
幼少の頃から現在にいたる作品の変遷や
制作工程をスライドで紹介しながら
お話をうかがいます。

小学1〜6年生と保護者30組（抽選）

師

会場の様子。
「素描でたどる横浜百景 1979」セクション

レクチャー

※締切後、当選の連絡を受けた方が講座に参加できます。

砂山典子（パフォーマー）

動の日々35年―」では、戦後の横浜、被爆地の広島・長崎、神奈川や沖縄の米軍基地周辺、東京オリン

〒220-0031横浜市西区宮崎町26-1
TEL 045-315-2828 FAX 045-315-3033 http://ycag.yafjp.org/
10：00〜18：00（入場は17：30まで）毎月第3月曜日、年末年始休館
http://facebook.com/ycag1964
@ycag1964

●

7月7日（土）必着

対象・定員

り、北海道の大自然とそこに生きる人々を写した作品が展示されました。1987年の「ドキュメント日本―激

横浜市民ギャラリー

電車

5月19日（土）必着

4階アトリエ

8月25日
（土）13：30〜15：30
師

場

※締切後、当選の連絡を受けた方が
講座に参加できます。

ステップを練習したら、DJの音楽にあわせてみんなでダンスパーティー！
講

photo:Ken Kato

会場の様子。
「横浜 1950-1970」セクション

バス

ミロコマチコ（画家・絵本作家）

スナッチとおどろう！

師

申込締切

1956年に日本報道写真連盟に加入し、本格的に写真家として活動を始めました。横浜市民ギャラリーで

2018」では、当館所蔵の浜口さんの作品

昨年のワークショップの様子

参 加 費

師

14:30〜17:00

是恒さくら（アーティスト）

6月9日（土）必着

7月22日
（日）13：30〜16：30

「 横 浜 市 民ギャラリーコレクション展

photo:Ken Kato

申込締切

25名（抽選）

講

○「ハマのJACK」の“野毛山動物園の謝肉祭”
7月29日
（日）15:00〜（40分程度）

ようとする強い意志が反映しています。

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
（金）
〜7月29日
（日）10:30〜17:00
活動日時：7月20日
（土）10:30〜12:00 横浜市民ギャラリー4階アトリエ
説 明 会：6月30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6/30
の説明会に参加でき、活動日時のうち2日以上活動できる方。

小学4〜6年生

4階アトリエ

段ボールで空想の動物をつくって、大きな紙の上にその動物が住む世界をつくりましょう。
完成した作品は「横浜市こどもの美術展2018」
（7/20〜29）期間中に展示します。

側に立って事件や問題、災害、催事など歴史に残る出来事に向き合い、報道写真家として時代の推移や社

横浜市こどもの美術展2018ボランティア募集

対象・定員

場

ヤマハ音楽教室に通う子どもたちによるコンサート。未来の演奏
家を夢見る子どもたちの一生懸命な演奏をお楽しみください。

ピック、大学闘争など1952年から1987年にかけて撮影した写真が紹介されています。浜口さんは、市民の

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。

会

講

午後コース

※どちらも同じ内容です。お申込時に希望コースを明記してください。

東麻奈美（アーティスト）

横浜市こどもの美術展2018

加者募集
中！

6月3日（日） 午前コース 10:30〜13:00

6月23日
（土）13：30〜15：30
師

座参

鹿革にヤマアラシの針を縫い付け、北米のアサバスカン・インディアンの技法でアクセサリーに仕立てます。
好みのデザインにアレンジしたり、ビーズ刺繍を添えたりして世界に一つのブローチをつくりましょう。

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！
講

講

ヤマアラシの針でつくるブローチ

油絵に挑戦！

ミロコマチコ

今年も開催！夏のこども音楽会
photo:Ken Kato

はじめての油絵に挑戦してみませんか？普段使っている水彩絵の具とは
ひと味違う、驚きの発見があるかも。みんなで楽しく描いてみよう。

ミロコマチコ《リーチュエ》2011年

ミロコマチコライブペインティング

昨年の「横浜市こどもの美術展」の様子

講

6/23「油絵に挑戦！」

東麻奈
師・
美

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。
「ヤマアラシの針でつくるブローチ」は返信時にお伝えする
口座に参加費をお振込みいただいた時点で参加が確定します。
申込の注意事項
●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
（ハマキッズ・アートクラブ）。
●複数の講座に申込む場合は、別々にお申込ください。
●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、開講を見合わ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。

3月3日
（土）14:00〜15:30
出演：ヒサクニヒコ
（出品作家、漫画家）

ヒサクニヒコ氏によるアーティストトーク。幼少期から
住む横浜の歴史や思い出、漫画家としての活動、制
作の裏話など充実の内容でした

横浜市民ギャラリー2館学芸員によるギャラリートーク
3月11日
（日）14:00〜14:40

鑑賞サポーターによるトーク
3月10日
（土）、17日
（土）14:00〜

9
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JR桜木町駅東口タクシーのりば付近
から出発 ※上記地図をご覧ください。

横浜市民ギャラリー発
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※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。
※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。また、展示のない日も全便運休です。
※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。

ヒサクニヒコ ギャラリートーク
3月18日
（日）11:00〜／14:00〜
出演：ヒサクニヒコ

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）

桜木町駅 ⇔ 横浜市民ギャラリーを無料で巡回
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。
車いすのまま、ご乗車可能です。定員9名と限りはございますが、
どなた様でもご利用いただけます。ぜひご利用ください。
平成29年度は、年間36,000名以上の方にご利用いただきました。

【送迎車時刻表】 JR桜木町駅発

【関連イベント】

アーティストトーク「ヒサクニヒコの横浜談議」

ご利用ください 送迎車サービス

サポーターそれぞれが選んだ作品について調べお話し
ました。自身が受けた印象や感想を盛りんだ個性豊か
なトークになりました

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：2018年6月1日 デザイン：太田博久
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