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美術を通した国際交流

since1964　思い出コラム貸館担当から

第42回 ヨコハマ日曜画家展
5/29 ～ 6/3　10:00～18:00 ※最終日～15:00
作品を全て展示する日曜画家のための絵画公募展、36賞授与
主催 ： 特定非営利活動法人 横浜美術友の会

2019年度 横浜金沢写真連盟・
横浜金沢観光協会 合同公募展
6/4 ～ 6/10　10:00～17:00 ※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

公募 第22回 中美神奈川展
6/4 ～ 6/10　10:00～17:00 ※初日14:00～、最終日～16:00
油彩画を中心に水彩、日本画等 200号以下 約60点
主催 ： 中央美術協会 神奈川支部

第36回 よこはまファミリー写生大会 展覧会
6/7 ～ 6/10　10:00～17:00 ※最終日～15:00
横浜市PTA70周年記念よこはまファミリー写生大会受賞作品展
主催 ： 横浜市PTA連絡協議会

第26回 鎌倉･横浜スケッチ展
6/11 ～ 6/16　10:00～17:30 ※初日13:00～、最終日～16:00
鎌倉及び横浜でスケッチした水彩画のスケッチ 約250点
主催 ： 鎌倉・横浜スケッチ会

第21回 神奈川一陽展
6/11 ～ 6/16　10:00～18:00 ※初日14:00～、最終日～16:00
油彩、アクリル画、水彩、版画、彫刻。50～150号 約30点
主催 ： 一陽会　神奈川支部

第6回 小林アトリエS展
6/12 ～ 6/16　10:00～17:00 ※最終日～16:00
油彩、水彩、パステル 約40点
主催 ： 小林アトリエS

第57回 日･朝友好展
6/18 ～ 6/24　10:00～18:00 ※初日13:00～、最終日～16:00
日本人と在日コリアンの文化交流を目的とする市民レベルの
展覧会
主催 ： 日・朝友好展運営委員会

第21回 偶然展
6/18 ～ 6/24　10:00～18:00 ※初日12:00～、最終日～16:00
油彩、日本画、版画、立体彫刻、20名 計約50点の作品を展示
主催 ： グループ偶然

第31回 こうなん綜合美術展
6/19 ～ 6/24　10:00～17:00 ※最終日～15:00
美術部会員の絵、書、手工芸など幅広いジャンルの作品 約
200点
主催 ： こうなん文化交流協会美術部会

横浜市民ギャラリー展覧会スケジュール 2019年6月～9月 ※2019年4月10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。

2019台中市大墩美展文化交流展
2019年7月31日(水)～8月11日(日) 10：00～18：00
横浜市民ギャラリー 展示室2、3

主催 ： 台中市政府文化局
共催 ： 横浜市民ギャラリー
支援 ： 外交省、台中市政府
協力 ： 台北駐日経済文化代表処

台中市大墩美展は、芸術において地域、国に差別なしの理念で国際的な作品募集を実行して以来、18年
を歩んできました。台中市政府は、本展を台湾の代表的な美術展として位置づけています。墨彩画、書道、
篆刻、膠彩、油絵、水彩、版画、彫刻と工芸品等のジャンルがあり、それらの作品から選ばれた大墩賞受
賞作品をはじめ優秀作品を台中市政府の文化局に収蔵しています。国際的な芸術文化交流を促進するた
めに、台中市政府文化局は2007年から大墩美展の所蔵作品を世界各地の美術会場で紹介しています。
今回、横浜市民ギャラリーには80点の優秀作品を展示し、芸術文化を通した国際交流を実現します。

横浜美術館 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」

東急田園都市線
横浜市営地下鉄

横浜美術館開館30周年記念　生誕150年・没後80年記念

原三溪の美術　伝説の大コレクション
2019年7月13日（土）～9月1日（日）
10：00-18：00　
毎週金曜日・土曜日は10：00～20：00
※入館は閉館の30分前まで
木曜休館

横浜において生糸貿易や製糸業などの実業で財を成した原三溪
（慶応4～昭和14）。希代の古美術品コレクター、茶人、アーティ
スト、そして同時代の日本美術院の画家や彫刻家を物心両面か
ら支援したパトロンとしても知られます。
この展覧会では、現在、国宝や重要文化財に指定される名
品25件以上を含む三溪旧蔵の美術品や茶道具約150件と貴
重な関連資料を展観することによって、原三溪の文化人とし
ての全体像を描きだします。
※一部、展示期間の限定される作品がございます。

撮影：上杉明

昨年の会場の様子 台中市の木（五葉松）、市の花（山桜）、市の鳥（ミミジロチメドリ）と台中公園の有名な湖心亭などが描かれている
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横浜市民ギャラリーあざみ野催し物ピックアップ

Node －輻輳する結節点－
6/19 ～ 6/24　11:00～18:00 ※最終日～16:00
写真、テクスト、映像のエクリチュール / 白に続くことばにつ
いて
主催 ： 森田 友希

第43回 神奈川独立美術展
6/25 ～ 7/1　10:00～18:00 ※初日14:00～、最終日～16:00
100号～130号の油絵を中心とした平面作品 約100点
主催 ： 神奈川独立美術の会

第59回 港の作家展
7/2 ～ 7/8　10:00～18:00 ※初日13:00～、最終日～16:00
横浜を拠点とする絵画作家が、ジャンル、所属を超えて作品
発表
主催 ： 港の作家美術協会

影島晋平 個展
7/3 ～ 7/7　10:00～18:00
アンドレ・ジッドの小説を題材とした新作と未発表の過去作品
主催 ： 影島晋平

第49回 世界児童画展 神奈川県展
7/6 ～ 7/7　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

第34回 21世紀国際書展
7/10 ～ 7/14　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

横浜市こどもの美術展2019
7/19～7/28　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

2019台中市大墩美展文化交流展
7/31～8/11　10：00～18：00
台湾の代表的な美術展。これまでの台中市大墩美展の優秀
作品など80点を展示し、芸術文化を通した国際交流を実現
主催 ： 台中市政府文化局
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海外神社跡地写真展
7/31 ～ 8/4　10:00～18:00
戦前の日本が海外に創建した神社の現在の写真と史資料を
展示
主催 ： 神奈川大学日本常民文化研究所 非文字資料研究センター

第46回 神奈川独立書展・
第28回 神奈川県青少年毎日書道展
8/13 ～ 8/18　10:00～18:00 ※初日14:00～、最終日～16:00
伝統をふまえ、現代性を目指した書。未来を担う小中高生の
書作品
主催 ： 神奈川県独立書人団

第68回 浜書展
8/21 ～ 8/25　10:00～18:00 ※最終日～16:00
第68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

第62回 太平洋神奈川展（公募・巡回展）
8/27 ～ 9/2　10:00～18:00 ※初日14:00～、最終日～16:00
太平洋美術会 神奈川支部主催の公募、巡回展。平面、立体
主催 ： 太平洋美術会　神奈川支部

第59回 神奈川旺玄展
9/3 ～ 9/9　10:00～18:00　※初日14:00～、最終日～16:00
130号までの洋画、日本画、版画、企画展を合わせ170点を
展示
主催 ： 一般社団法人　旺玄会　神奈川支部

風景スケッチ展
9/10 ～ 9/15　10:00～17:00 ※初日13:00～、最終日～16:00
国内外の風景スケッチ（水彩） 約200点
主催 ： 横浜・鎌倉スケッチ会

等迦会 神奈川支部展
9/10 ～ 9/15　10:00～18:00 ※初日12:00～、最終日～17:00
等迦展の神奈川支部の展覧会。約30名で油彩画等30～
100号程度出品
主催 ： 美術団体等迦会神奈川支部

横浜水彩画同好会展
9/10 ～ 9/15　10:00～17:30 ※初日13:00～、最終日～16:00
20号～6号の水彩画、70点展示
主催 ： 横浜水彩画同好会

 [3階]

［全展示室]

 [2階A]

 [2階B]

 [3階B]

 [3階]

 [3階A]

 [2階]

  [2階]

［全展示室]

 [3階B]

［全展示室]

［3階、2階]

 [1階]

 [地下1階]

 [2階、1階]

［全展示室]

 [2階]

 [1階]

 [地下1階]

 [地下1階]

 [3階]

 [3階]

主催

8月

 [全展示室]

 [全展示室]

10月

 [3階A]

 [3階B]

 [2階]

9月

 [全展示室]

「あざみ野駅」

［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　
　　　　　https://yokohama.art museum/

最寄駅

最寄駅

横浜市民ギャラリーの総合情報誌
vol .65　2019年6月ー2019年9月
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Yokohama Civic Art Gallery
Art News Magazine

©いわいとしお

2019 展示室の空室は抽選なしで利用可能
抽選後の空室は、先着で申込みを受付けています。10名
未満のグループのみなさんも、ご利用希望日の6ヶ月前の月
から、先着順で展示室を利用できます。当館の空室情報を、
ぜひご確認ください。

横浜市民ギャラリー ホームページから ▶ 展示室 ▶ 空室
申込 をチェック！
http://ycag.yafjp.org/gallery_available/vacant_
room/
横浜市民ギャラリー  Tel：045-315-2828 

2階展示室。ABと区切って使用することもできます。
photo: takanori ogawa

あざみ野こどもぎゃらりぃ2019
2019年7月26日(金)-8月4日（日）※予定
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
無料

毎年夏休みに開催する子どものための展覧会は、きて、みて、つくって参加して！と楽しいことがもりだくさん。
おうちの人とあそびにきてね！
詳しくはチラシやホームページをご覧ください。

［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/

国宝《孔雀明王像》 
平安時代後期（12世紀）、絹本着色・一幅、147.9×98.9cm
東京国立博物館蔵 
Image：TNM Image Archives
展示期間：2019年7月13日（土）～8月7日（水）

第32回 三軌会 神奈川支部展
9/17 ～ 9/23　10:00～18:00 ※初日13:00～、最終日～16:00
第32回神奈川支部展。大作、小作 約40点の油彩、アクリル画
主催 ： 三軌会 神奈川支部

第一美術協会 第42回 湘南支部展
9/17 ～ 9/23　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
います
主催 ： 第一美術協会　湘南支部

アトリエ アズュール作品展Ⅲ
9/19 ～ 9/23　11:00～17:00 ※最終日～15:00
シャドーボックス＆メタルエンボッシング教室の合同作品展
主催 ： アトリエ アズュール

新・今日の作家展2019
9/20～10/12　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

第7回 水彩連盟 神奈川支部展
9/24 ～ 9/30　10:00～18:00 ※初日14:00～、最終日～16:00
水彩連盟展を目標にした神奈川支部展であり支部員の水彩
画60点
主催 ： 水彩連盟　神奈川支部

第51回 神奈川現展
9/24 ～ 9/30　10:00～17:00 ※初日13:00～、最終日～16:00
「現代美術」をテーマにした油彩、工芸、写真、立体。50点
主催 ： 現代美術家協会 神奈川支部

横浜カメラクラブ(Y.C.C)写真展
10/1 ～ 10/7　10:00～17:00 ※初日13:00～、最終日～15:00
会員23名によるそれぞれの想いをカラーモノクロで発表
主催 ： 横浜カメラクラブ（Y.C.C)

伊藤信幸写真展『巷』
10/1～10/7　10:00～17:00 ※初日13:00～、最終日～16:00
変貌を続ける都会の「巷」を主題に約70点の作品を展示
主催 ： 伊藤信幸

第59回 アーネスト美術展
10/1 ～ 10/7　10:00～18:00 ※初日13:00～、最終日～16:00
油彩、日本画、立体等 約60点
主催 ： アーネストクラブ

©Masanobu Nishino

横浜市民ギャラリー　3代目の建物
現在の横浜市民ギャラリーの建物は3代目。桜木町駅から紅葉橋を渡り、伊勢山皇大神宮に向かって
坂をのぼりきった左手にあります。2014年、開館50周年の節目に関内駅前から移転しました。丘の上
のギャラリーとなりましたが、桜木町駅の東口からは20分おきに無料の送迎バスも走っています。「文
化の丘の市民ギャラリー」へ、ぜひご来館をお待ちしております。（※無料送迎バスの詳細は、当情報誌

やホームページをご覧ください）

だい  とん   び   てん

 [1階／地下1階]

 [1階]



報  告横浜市こどもの美術展2019
夏はアートを楽しもう！ 子どものための展覧会　今年のテーマは「家」

予  告

自立心をはぐくむ　子どものためのアトリエ講座

予  告

毎年恒例の「横浜市こどもの美術展」をこの夏も開催します。この展覧会は横浜市民ギャラ

リーが開館した翌年の1965年から始まりました。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。

この展覧会にみなさんの絵を出品してみませんか？応募された作品はすべて展示します。今年は

「家」がテーマ。会期中は毎日、子どもたちの表現の先輩であるアーティストの特別展示や、

誰でも自由に参加できるワークショップがお楽しみいただけます。ぜひ横浜市民ギャラリーで

アートな夏休みをお過ごしください！

幼児・児童を対象に開催している、描きつくるアトリエ講座「ハマキッズ・アートクラブ」。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、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。

若江漢字は1944年、横須賀市生まれ。高等学校卒業後にデザインを学び、その後シルクスクリーンを用い
た制作をおこないます。次いで写真に取組むようになった若江は、1970年代には当時先駆的だったインスタ
レーション、80年代からは絵画と、今日にいたるまで様々なメディアを用いて表現活動をしています。若江
は現代美術家のマルセル・デュシャン（1887－
1968）、ヨーゼフ・ボイス（1921－1986）らから大き
な影響を受けました。特にボイスについては1975
年、個展のために滞在した西ドイツでその作品に多
く触れ、彼の提唱する「社会彫刻」―あらゆる人は
創造性で社会の幸福に寄与できる―の理念を深く
理解し、後年対面を果たした後は交流も持ちまし
た。若江が制作において大事にしているのは近代、
社会へのまなざしです。《ヘイト・アパルトヘイト》は
1990年の作品です。黒っぽい色に塗られたアフリカ
大陸の縁取りと、南アフリカ付近に描かれた十字架
には金色が施されています。同年2月には南アフリカ
で反アパルトヘイト（非白人隔離政策）闘争のため
27年間も投獄されていた政治家、ネルソン・マンデラ
（1918－2013）が釈放されました。マンデラはその後
大統領となり、1994年にはアパルトヘイトは撤廃と
なりますが、1990年当時、「ヘイト」という強い言葉
を用い、若江はアパルトヘイトに反対する意を示して
います。アフリカはその歴史や現在の状況への着目
を意図し、若江がたびたびテーマにしています。

横浜市民ギャラリーゆかりの作家たち　vol.15　若江漢字

若江漢字《ヘイト・アパルトヘイト》1990年　ステンシル　72.7×52.6㎝

横浜市民ギャラリーコレクション展2019

「昭和後期の現代美術 1964－1989」 たくさんの方にご来場いただきました

報  告

1964（昭和39）年に開館した横浜市民ギャラリーは、1989（昭和64／平成元）年の横浜美術館
開館まで市内の美術施設として中心的な役割を果たしてきた側面があり、そのため当館が企画

展や国際展の折に収集してきた所蔵作品には当時̶昭和後期の美術史が反映されています。

コレクション展2019では開館以来毎年開催してきた企画展「今日の作家展」の出品作家を中心
に同展が扱ってきた現代美術の流れをたどりながら、時代背景や当時の美術を考察しました。

第1章「1964－1973（昭和39－48）」では初代市民ギャラリー時代に複数の批評家らが選んだ
多様な作品、第2章「1974－（昭和49－）」では絵画に代わる概念として登場した〈平面〉作品、
第3章「－1989（－昭和64）」では戦後拡大した版画表現や、教育文化センターで発表された
大型の作品を紹介しました。特集展示「吉仲太造、その表現」では昭和後期を舞台に活躍した

現代美術家・吉仲太造の全所蔵作品7点を展示しました。会場内と小冊子では中林忠良氏、
若江漢字氏のインタビューを紹介しました。関連イベントの美術評論家の光田由里氏による

講演「1964年から：現代美術と横浜市民ギャラリー　吉仲太造を中心に」、6名の鑑賞サポー
ターによるトーク、学芸員によるギャラリートークは、いずれも好評を博しました。

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 ： 2019年6月1日　デザイン ： 太田博久

©Yokohama Civic Art Gallery

横浜市民ギャラリー

電車
● 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
● 市営バス103・292系統「戸部1丁目」から徒歩2～4分
  （横浜駅方面から103系統に乗り、戸部1丁目で下車すると徒歩2分）
● 市営バス89系統「野毛坂」から徒歩4分
● 市営バス8・26・58・101・105・106系統「紅葉坂」から徒歩7分

※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。

【送迎車時刻表】 JR桜木町駅発 横浜市民ギャラリー発
 9   45▲
10 00▲ 20▲ 40▲
1 1 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●

10 10▲ 30▲ 50▲
1 1 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● 45●
18 00●

ご利用ください　送迎車サービス
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30年度は、年間4万人以上の方にご利用いただきました。

〒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

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。

【2018年度報告】

2019年1月から2月までの間、3つの講座を開
催しました。毎年開催している人気講座「人
体を描く」では、ヌードと着衣によって異なる
人体フォルムをクロッキーとデッサンによって
描き分けました。映像作家の小森はるかさん
を講師に迎えたレクチャーでは、見えない記憶
や風景をどのように記録し他者へ受け渡すこ
とができるか、小森さんの制作とその表現方
法についてお話いただきました。横浜市民ギャ
ラリーあざみ野との共同により美術振興の担
い手を育成することを目的とした「学芸員のた
めの実践講座」では、美術品取扱いの専門技
術と最新情報について実技と講義を交えなが
ら紹介しました。

会場の様子　第1章「1964-1973（昭和39-48）」

講演「1964年から：現代美術と横浜市民ギャラリー　
吉仲太造を中心に」の様子（3月3日）

鑑賞サポーターによるトークの様子（3月9日）

photo:Ken KATO

昨年度のハマキッズ・アートクラブの様子

8/24「トートバッグに絵を描こう」

フェルトでつくろう

宇田川純子（アーティスト）

幼稚園・保育園の年長に相当する幼児　25名（抽選）
1,500円（材料費込）

フェルトをチョキチョキ、綿をつめてかざりつけたら、
すてきなキーホルダーの出来上がり！

6月8日（土）10：30～12：00
講 師

対象・定員

参 加 費

4階アトリエ
5月25日（土）必着

会 場

申込締切

ダンボールでつくろう！ 100かいだてのいえ

いわいとしお（絵本作家、メディアアーティスト）

小学1～6年生　50名（抽選）

1,500円（材料費込）

ダンボールで自分だけの家をつくろう！完成したみんなの作品を合体させて
「横浜市こどもの美術展2019」（7/19～28）で展示します。

7月13日（土）13：30～16：30
講 師

対象・定員

参 加 費

4階アトリエ
6月29日（土）必着

会 場

申込締切

トートバッグに絵を描こう

やま ゆりの（画家）

小学1～3年生　25名（抽選）

1,500円（材料費込）

トートバッグがキャンバスに！えのぐで絵を描いてオリジナルバッグをつくります。

8月24日（土）13：30～15：30
講 師

対象・定員

参 加 費

4階アトリエ
8月10日（土）必着

会 場

申込締切

スーパーカーをつくろう

三ツ山一志（造形教育家）

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）

木でできた動く台車にいろいろなものをくっつけて、どんなスーパーカーができるかな？

10月12日（土）10：30～12：00
講 師

対象・定員

一組1,500円（材料費込）

4階アトリエ
9月28日（土）必着

参 加 費

会 場

申込締切

横田佳子（横浜市民ギャラリー鑑賞教育エデュケーター）

1歳6ヶ月から3歳以下のお子さんの保護者
（大人1名につき該当年齢のお子さん1名参加可）

各日15組（応募多数の場合は抽選）

各日2,000円（材料費込）

4階アトリエ

①5月16日（木）　②6月13日（木）

講　師

対　象

定　員

参加費

会　場

申込締切

※締切後、当選の連絡を受けた方が講座に参加できます。

描いて楽しい！ 使って楽しい！トートバッグに絵を描いてみませんか。
自分でデザインしたバッグで お出かけしてみよう。

講
師・や

ま ゆりの

1～3歳児のおえかきは、この時期にしか見られない魅力がいっぱいです。
子どもの成長する姿を、おえかきを通して見つめていきましょう。

講
師・横田佳子

講座
参加者募集中！

講座
参加者募集中！

201
9年度

前期講座予告

◎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/lecture_child/
　大人のためのアトリエ講座
　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
●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。

〈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。

申込方法 ◎往復はがき

往信

郵便往復はがき

横
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220-0031 返信

郵便往復はがき

（
ご
自
分
の
住
所
）

（
氏
名
）

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

62
62

※消えるボールペンを使用しないでください。

*「親が知っておきたい“おえかき”の楽しみ方」は希望コース①又は②も明記

※締切後、当選の連絡を受けた方が講座に参加できます。

講師作品

講師作品

「人体を描く―クロッキーとデッサン」
1/17,1/24,1/31,2/7　講師：清野晃代　参加者 ： 24名

レクチャー「声と風景を記録すること」
2/11　講師：小森はるか　参加者 ： 28名

「学芸員のための実践講座1　美術品取扱い実習」
2/2,2/3　講師：天野太郎、名田恒治　参加者 ： 22名

親が知っておきたい 
“おえかき”の楽しみ方予  告

お絵かきを通して、子どもの成長を見つめてみませんか。ペンやクレヨンでお絵かきをし始めた子どもたちの姿から、「できる
ようになったこと」や「やりたいと思っていること」を一緒に見つけていきましょう。家でのお絵かきの楽しみ方やクレヨンの選
び方などにも触れていきます。大人が話をしたり聞いたりする時間と、小さなお子さんがお絵かきあそびをする時間を組み合
わせて、ゆっくりおこないます。

①5月30日（木）10：30～12：00
②6月27日（木）10：30～12：00
※内容はどちらも同じです。
　お申込時に希望コースを明記してください。

＊2019年度後期は、10月頃
にチラシ・当館ホームページで
お知らせします。

【作品募集概要】

7月19日（金）～7月28日（日） ※会期中無休　10:00～18:00　
横浜市民ギャラリー　入場無料

昨年の「横浜市こどもの美術展」の様子

photo:Ken KATO

昨年のワークショップの様子
photo:Ken KATO

応募資格 ：
募集作品 ：

応募方法 ：

受付期間 ：
作品返却 ： 
返却期間 ：

横浜市在住・在学の小学生以下の児童・幼児（0～12歳）
絵画（技法は自由）1人1点。テーマ「家」または自由テーマ（「家」は家の中や外、暮らしの様子など自由に捉
えて可）。四つ切サイズ画用紙（38×54cm）。これより小さい場合は四つ切の台紙に貼って提出。縦横自由。
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（郵送不可）。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かホームページで募集要項をご確認く
ださい。
7月4日（木）～6日（土）10：30～16：00
返却期間に横浜市民ギャラリーでお返しするか、ゆうパック（着払い）でお送りします。
8月1日（木）～4日（日）10：30～17：30

【会期中の催し】

いわいとしお『100かいだてのいえ』展
横浜市こどもの美術展では、会期中に子どもたちにとって「表現すること」
の先輩であるアーティストの作品の特別展示をおこなっています。今年の
アーティストは、100階分のいろんな場面がテーマに沿って想像力豊かに展
開する絵本「100かいだてのいえ」シリーズの作者、いわいとしおさん。絵本
原画や手づくりおもちゃ、子ども時代の作品など、ワクワクがたくさん詰
まったいわいさんの世界をお楽しみください！

会　場 ： 展示室B1
入場料 ： 無料

横浜市こどもの美術展2019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。

いわいとしお（岩井俊雄）
絵本作家、メディアアーティスト。1962年愛知県生まれ。
1987年筑波大学大学院芸術研究科修了。テレビ番組や
ゲームソフト制作などで幅広く活躍ののち、娘との手作りお
もちゃをきっかけに絵本制作を始め、現在に至る。代表作
は『100かいだてのいえ』シリーズ。

自由参加ワークショップ「みんなでつなごう！ 100かいだてのいえ」
会期中毎日10：30～17：00
家のパーツを描いてつないで、どんどん広げていこう！
最後はどんな大きな家ができるかな？

会　場 ： 展示室B1
参加費 ： 無料
※申込不要

内　　容 ： 
活動日時 ： 
説 明 会 ： 
応募資格 ： 

募集人数 ： 
条　　件 ： 
応募期間 ： 
応募方法 ： 

展覧会会場内での自由参加ワークショップのサポート
7月19日（金）～7月28日（日）10:30～17:00
6月29日（土）10:30～12:00　横浜市民ギャラリー4階アトリエ　※参加必須
13歳以上。こどもの美術展に関心のある方。原則として6/29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。

25名程度（応募多数の場合は抽選）
無償。活動に際しては横浜市市民活動保険を適用します。
 5月10日（金）～6月18日（火）必着
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。詳細は応募チラシかホームページをご覧ください。

会場の様子　第3章「-1989（-昭和64）」 photo:Ken KATO

会場の様子　第2章「1974-（昭和49-）」 photo:Ken KATO

会場の様子　特集展示「吉仲太造、その表現」photo:Ken KATO

【展覧会データ】

横浜市民ギャラリーコレクション展2019 
昭和後期の現代美術 1964-1989
2019年3月1日(金)～3月17日（日）17日間　10:00～18:00
横浜市民ギャラリー展示室1、B1
出品点数 ： 47点
展覧会入場者数 ： 4,385名＋関連事業参加者数91名
＝合計4,476名
ボランティア人数 ： のべ11名

【関連イベント】

●講演「1964年から ： 現代美術と横浜市民ギャラリー
 　吉仲太造を中心に」
 　3月3日（日）14:30～16:00
 　出演 ： 光田由里（美術評論家）

●学芸員によるギャラリートーク
 　3月10日（日）14:00～14:30

●鑑賞サポーターによるトーク
 　3月9日（土）、16日（土）14:00～

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）

いわいとしお スペシャル絵本ライブ
7月27日（土）14:00～14:45（13:40開場）
港町・横浜にちなんで、いわいとしおさんが
絵本『うみの100かいだてのいえ』を主人公テンちゃんの
人形や映像を使って楽しくお話しします！
出　演 ： いわいとしお（絵本作家、メディアアーティスト）
対　象 ： 小学生以下の子どもと保護者
参加費 ： 無料
会　場 ： 4階アトリエ
※申込不要。座席数（桟敷席の場合あり、70席程度）を超える場合は立ち見となります。


