横浜市民ギャラリー展覧会スケジュール

2021 年 6月〜9月

報告&予告

6月

主催：鎌倉・横浜スケッチ会

[地下1階]
μʼsの煌き
6/23〜6/27 10：00〜17：00 ※初日13：00〜、最終日〜16：00
女性はみなμʼs−女神 一般女性の美しさの煌きを伝える写真展
主催：μʼsﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ〜撮られることを文化に〜

［2階]
ブルーベイヨコハマ展
8/3〜8/9 10：00〜17：00 ※初日13：00〜、最終日〜12：00
JPA会員で関東近郊の会員写真展。各自150㎝内で作品自由

［2階]
公募 第23回 中美神奈川展
6/8〜6/14 10：00〜17：00 ※初日14：00〜、最終日〜12：00
油彩画を中心に水彩、日本画等200号以下約60点を展示

［全展示室]
第44回 神奈川独立美術展
6/29〜7/4 10：00〜18：00 ※初日15：00〜
油彩を中心とした平面作品、100〜130号を約100点展示

［1階]

します
主催：中央美術協会 神奈川支部

主催：神奈川独立美術の会

共催

横浜市民ギャラリーU35若手芸術家支援事業

［1階]

寺田衣里個展「the bells (死と生）」
6/9〜6/13 10：00〜18：00

イサム・ノグチについてのリサーチをもとに制作した作品展示
主催：寺田衣里 共催：横浜市民ギャラリー

7月
［1階/2階]
創立50+1周年 第60回港の作家展
7/6〜7/12 10：00〜16：00 ※初日13:00〜、最終日〜13：00
横浜を基点に育った美術展。コロナ禍で延期の創立50周年記念！
主催：港の作家美術協会
［3階B]

第38回よこはまファミリー写生大会展覧会 [地下1階]
6/10〜6/13 11:00〜15：00 ※13日のみ10：00〜13：00
第38回よこはまファミリー写生大会・優秀作品展覧会
主催：横浜市PTA連絡協議会

第51回 世界児童画展 神奈川県展
7/10〜7/11 10：00〜18：00 ※最終日〜15：00

［2階]
第23回 神奈川一陽展
6/15〜6/20 10：00〜18：00 ※初日14：00〜、最終日〜16：00
一陽会メンバーによる、大作の絵画・版画・彫刻約30点

［全展示室]
第36回21世紀国際書展
7/14〜7/18 10：00〜18：00 ※最終日〜12：00

主催：一陽会 神奈川支部
［3階]
第58回 日・朝友好展
6/22〜6/28 10:00〜18:00 ※初日14：00〜、最終日〜13：00
日本と在日コリアンの友好と文化の交流を願う市民レベルの
展覧会
主催：日・朝友好展運営委員会
［2階]
第22回 偶然展
6/22〜6/28 10：00〜18：00 ※初日12：00〜、最終日〜12：00
油絵、日本画、立体の大作を中心に、有志が集い展示します
主催：グループ偶然

第32回こうなん綜合美術展
6/23〜6/28 10：00〜17：00 ※最終日〜12：00

［1階]

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

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2021
7/23〜8/1 会期中無休 10:00〜17:00

［1階/2階]

※事前予約制（日時指定）
夏の恒例「横浜市こどもの美術展」を2 年ぶりに開催しま
す。1965年から始まったこの展覧会は、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、半世紀以上にわたり継続しています。今年の
テーマは「スポーツ」。子どもたちの絵画作品を募集し、応
募作品をすべて展示します。
主催：横浜市民ギャラリー

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

ご注意ください！
この展覧会情報は、2021年2月末に主催者からいただいた情報を基に作成しております。
ご利用をキャンセルされた催事は掲載しておりません。
また現在開催予定の展覧会は、ガイドライン「新型コロナウイルス感染拡大防止のための
施設利用上のお願い（2021年3月8日改訂版）」を基に上限人数や開催時間を定めています。
本ガイドラインは、対象となる期間が3月21日までとなっていますが、感染状況の拡大によって、
展覧会の開催日時や時間の変更、開催中止となる場合があります。
必ずご来館前に、当館のホームページもしくは電話にて、最新情報をご確認ください。
横浜市民ギャラリー ℡.０４５−３１５−２８２８ https://ycag.yafjp.org/

主催：一般社団法人 日本写真作家協会

伊藤信幸写真展Ⅲ 縮図
8/3〜8/9 10：00〜17：00 ※初日13：00〜、最終日〜12：00
地元ヨコハマ。街の今を約80点のストリートスナップで表現

［3階A]
美術団体 等迦会 神奈川支部展
9/14〜9/19 10：00〜18：00 ※初日12：00〜、最終日〜12：00
神奈川支部約25名による展示（油彩など10号〜100号程度）
主催：美術団体等迦会神奈川支部
［3階B]
第10回 横濱陶藝倶楽部『卓』
9/14〜9/19 10：00〜18：00 ※初日14：00〜、最終日〜13：00
会員30名が個々の作品による『卓』を演出。作品数約500点

主催：伊藤信幸

主催：横濱陶藝倶楽部

［全展示室]
第48回神奈川独立書展・
第30回神奈川県青少年毎日書道展
8/10〜8/15 10：00〜18：00 ※初日14:00〜、最終日〜13：00

［2階A]
第23回 華の墨絵会展
9/14〜9/18 10：00〜16：00 ※初日14：00〜
6号〜100号を超える水墨画作品、掛軸も有り、計60点

伝統をふまえ、現代性を追及した書作品。又、古典の臨書作
品展示
主催：神奈川県独立書人団
［全展示室]
第70回 浜書展（併催同人展）
8/18〜8/22 10：00〜18：00
第70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
［3階]
公募 ZEN展
8/25〜8/29 10：00〜18：00 ※最終日〜15：30
国籍、流派、年齢を問わず広く公平に開催する事を信条とする
主催：一般社団法人 公募 ZEN展
［2階]
第41回 公募 静雅書展
8/25〜8/30 10：00〜18：00 ※最終日〜12：00
書作品（漢字、かな、近代詩文書、少字数）約120点
主催：静雅書道会

共催

[地下1階]

久保木要個展「ウイスパー
〈ガラガラ〉」
（仮）
9/1〜9/5 11：00〜18：00
「未知の文明」をテーマに、アクリルや樹脂を用いた立体作品
主催：久保木要 共催：横浜市民ギャラリー
［全展示室]
第59回全国公募日書家展
9/8〜9/13 10：00〜17：00 ※最終日〜12:00
会員、公募、学生部の書道作品を展示する。400点

市民ギャラリーで展覧会を開催したことのない35歳以下の方々を対象とし、
「横浜市民ギャラリー」の共催名義のもと、展示室及びアトリエの利用料・
附帯設備料の一部減免、広報協力を通して、創作活動を支援します。
第2回目は、宇平剛史個展「Unknown Skin」を開催しました。
会期/2021年4月7日
（水）
〜4月17日
（土）会場/横浜市民ギャラリー地下1F展示室

主催：三軌会神奈川支部
主催
［1階/地下1階］
新・今日の作家展2021
9/18〜10/10 10：00〜18：00 9/20休館

テーマを設けて同時代の美術を紹介し、現代美術を考察
主催：横浜市民ギャラリー
［3階]
第9回水彩連盟 神奈川支部展
9/21〜9/27 10：00〜17：00 ※初日13：00〜、最終日〜13：00
水彩絵具、アクリル絵具を使用した20〜100号の作品約50点
主催：水彩連盟 神奈川支部
［2階]

【宇平剛史 うひら・ごうし】

1988年生まれ、福岡県福岡市
出身。東京都立大学（旧首都大

宇平氏は、大学卒業後の2011年よりグラフィックデザイナーとして活動を
開始し、2018年頃からは並行してアートワークの制作にも着手し、両者
の実践は地続きに位置付けられ、一貫して紙や印刷をはじめとした物質と
の精緻なかかわりのなかで作品を構築されます。
本展では、人の皮膚がもつ無限の肌理（きめ）を、高精細のグレースケー
ル写真で提示する連作《Skin》と、数千個のガラスの球体を用いた、新作
のインスタレーション《Glass Balls》を展示しました。

学東京）
システムデザイン学部
卒。2019年、
作品集『Skin
（Folio
（Self-published）
を
Edition）』
上梓。2020年、3331 Art Fair
に参加し、小池一子賞を受賞。
装幀を手がけた主な書籍に、
沢山遼『絵画の力学』
（書肆侃
侃房、2020年）、荒川徹『ドナ

ある。

https://www.goshiuhira.com/

主催：現代美術家協会 神奈川支部

主催：第一美術協会 湘南支部

【今後のU35若手芸術家支援事業 開催予定】
寺田衣里個展「the bells（死と生）」会期/2021年6月9日
（水）
〜6月13日
（日）
久保木要個展「ウイスパー
〈ガラガラ〉」
（仮）会期/2021年9月1日
（水）
〜9月5日
（日）
※詳細は左頁の「横浜市民ギャラリー展覧会スケジュール」又は、ホームページでご確認ください。
事業の詳細につきましては、当館ホームページもしくは直接お電話でお問い合わせください。

地域連携

新型コロナウイルス感染症拡大防止のためのお願い
●来館前に予めご自宅等で検温をお願いします。発熱(37.5℃目安)又は風邪の症状のある
場合は来館をお控えください。
●施設入館時にマスク着用（マウスシールド等不可）、検温、手指消毒又は石鹸による手洗い
をお願いします。
※ご用意のない方には、マスクを原価で販売いたします。
●利用者同士で最低1ｍの距離を保ってください。
●大声での会話はご遠慮ください。
●館内の備品を利用する際には、手指消毒又は石鹸による手洗いをお願いします。
●館内での飲食はできません
（水分補給は除く）。来館前後の会食はお控えください。
●万一感染者が出た場合に備えて、氏名、連絡先の収集にご協力ください。
●十分な間隔をとっていただくため、各居室に入場できる人数に制限があります。
●ゴミはお持ち帰りください。
●エレベータは定員4名です。指定の場所に立ち、会話はご遠慮ください。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

ることができます。抽選後の空室は随時先着で
申込みを受付けています。また、個人や10 名未
満のグループのお客様でも展示室を利用するこ
とができます。ご利用希望日の6ヶ月前の月の1日
午前 10 時（ 1月のみ4日午前 10 時）
より、先着順
で空室申込が可能です。ぜひ、皆さまのご利用を
お待ちしております。
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横浜市こどもの美術展2021

ホームページ
（https://ycag.yafjp.org/）▶ 展示室
のご利用について ▶ 空室申込

撮影：上杉明

〔お問合せ〕
横浜市民ギャラリー Tel:045-315-2828

年 ）、横 田 大 輔『 Ve r t i g o 』
（ Newfave 、2014 年）などが

［3階]
第53回 神奈川現展
9/28〜10/4 10：00〜17：00 ※初日14：00〜、最終日〜13：00
油彩を中心に、約50点展示（油彩、工芸、写真、立体）

主催：日本書道家連盟

撮影：上杉明

vol.71

ルド・ジャッド』
（水声社、2019

主催：アーネストクラブ

［2階]
第一美術協会 湘南支部 第43回支部展
9/28〜10/4 10：00〜17：00 ※初日15：00〜、最終日〜13：00
油彩、水彩、墨彩、工芸、4号から150号まで約100点

横浜市民ギャラリーは、美術の発表の場として、
市民のみなさまへ展示室の貸出しを行っていま
す。展示可能なジャンルは、絵画・版画・写真・書
道などの平面作品、彫刻などの立体作品、木工・
陶芸などの工芸作品、服飾などのデザイン作品
等です。また、インスタレーションや映像作品も、
展示室の構造・機能に適した範囲でご利用いた
だけます。展示室のご利用をご検討の方は、ホー
ムページをご覧いただくか、電話でお問い合わせ
ください。

10名以上で出品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

［2階B]
三軌会 神奈川支部展
9/14〜9/19 10：00〜17：00 ※初日13：00〜、最終日〜12：00
来館者とふれあう時間、空間、100号中心の絵画展

横浜市民ギャラリーの総合情報誌

美術団体・グループの作品発表の場として展示室を貸出しています

空室は抽選なしで利用可能

主催：華の墨絵会

第60回アーネスト美術展
9/21〜9/26 10：00〜18：00 ※初日13：00〜
油彩、日本画、立体等、約60点を展示

9月
横浜市民ギャラリーU35若手芸術家支援事業

貸館担当から

横浜市民ギャラリーでは、将来を担う若手作家に対して発表の場の提供と支援を行うために、
令和2年度から新規事業「U35若手芸術家支援事業」を開始しました。

8月

［3階]
第28回 鎌倉・横浜スケッチ会展
6/8〜6/13 10：00〜17：00 ※初日13：00〜、最終日〜16：00
鎌倉横浜を中心に描いた水彩画スケッチ
（F6中心）約260点

U35若手芸術家支援事業

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」

大規模改修工事により長期休館中
（2023年度中リニューアルオープン予定）
［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/
※7月中に仮事務所に移転（予定）
［移転先］
〒220-0012 横浜市西区
みなとみらい4-3-1 PLOT 48
TEL・FAXは移転後も変更はありません。

紅葉ケ丘まいらん

神奈川県立音楽堂、神奈川県立青少年センター、神奈川県立図書館、横浜市民ギャラ
リー、横浜能楽堂が連携し、イベントや地域の面白情報、お散歩ネタなどをSNSで情報発信
中！ 紅葉ケ丘周辺を歩いて楽しめる「横浜・紅葉ケ丘まいらん さんぽマップ」を当館でも配布
しています。紅葉ケ丘のさんぽのお供に、ぜひお手にとってご覧ください。

紅 葉 ケ 丘 まいらん

検索

photo: 笠木靖之

催し物ピックアップ

横浜市民ギャラリーあざみ野

最寄駅

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2021
2021年7月30日（金）
〜8月8日
（日・祝）
10:00〜17:00 ※時間は変更になる可能性があります
会期中無休
横浜市民ギャラリーあざみ野展示室1 入場無料
毎年夏休みに開催する「あざみ野こどもぎゃら
りぃ」は、きて、みて楽しいどきどき・わくわくがつ
まった子どものための展覧会です。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。
過去開催の様子

［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

https://artazamino.jp/

詳細、最新のガイドラインはホームページをご確認ください。

https://ycag.yafjp.org/ > お知らせ欄 > ご来館されるみなさまへお願い

ハマキッズ・アートクラブ「横浜市民ギャラリーまるごと探検ツアー」風景
このパンフレットは、カーボンオフセットにより制作に伴うCO2排出をゼロにしています。
オフセットクレジットの提供者：アズビル株式会社

予 告

横浜市こどもの美術展2021
2年ぶりに開催！今年のテーマは「スポーツ」

【お知らせ】
「横浜市こどもの美術展2021」は、これまでとかたちを変えて開催します
夏の恒例「横浜市こどもの美術展」を2年ぶりに開催します。1965年から始まったこの展覧会
は、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
世紀以上にわたり継続しています。今年のテーマは「スポーツ」。子どもたちの絵画作品を募集
し、応募作品はすべて展示しますので、ぜひご参加ください！
昨年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となりましたが、今年はコロナ禍において
も開催できるよう、例年とはかたちを変えて実施します。これまでとは様々な点が異なるためご
迷惑をおかけしますが、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

横浜市こどもの美術展2021

予 告
自立心をはぐくむ 子どものためのアトリエ講座

関連事業
ハマキッズ・アートクラブ作品展示
アトリエ講座「アートリンピック−スポーツを等身大アートで表
現しよう！」
（7月4日、事前申込制。講師 ： LITTLE ARTISTS
LEAGUE）の参加者の作品を展示します。

※新型コロナウイルス感染拡大状況により、変更となる場合があります。

展覧会へのご来場は事前予約制（日時指定）です

展覧会へのご来場が事前予約制（日時指定）
となります。当館ホームページからあらかじめご予
約の上、ご来館ください。また、出品応募多数の場合、ご来場の人数等に制限を設ける場合が
あります。
※予約方法の詳細は7月中旬にホームページでご案内します。

【作品募集概要】
募集対象：横浜市在住・在学の小学生以下の児童・
幼児（0〜12歳）※個人での応募に限ります。団体
での応募はできません。
募集作品 ： 絵画（技法は自由）1人1点、合計4点
まで。テーマ「スポーツ」または自由テーマ。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。
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（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。応募前にチラシかホームページで
募集要項を必ずご確認ください。
受付期間：7月8日
（木）
〜10日
（土）10:30〜16:00
作品返却：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。
返却期間：8月5日
（木）
〜8日
（日）10:30〜17:30

2020年度は、11講座を企画しました。前期（4月〜9月）は、新型コロナウイルス感染症拡大の
影響により前期6講座が中止となりましたが、後期は感染拡大防止の対策を行い、下記の講座
を開催しました。人気講座「人体クロッキー」の他、ヨコハマトリエンナーレ2020出品作家によ

〈2020年度前期〉※すべて中止
●人体を描く−クロッキーからデッサンへ 2020年4/16,4/23,4/30,5/7
●はじめての油絵 2020年5/16,5/30,6/13,6/27 講師：皆川琴美
昨年度のハマキッズ・アートクラブの様子

「横浜市こどもの美術展」の思い出・メッセージ大募集！
半世紀以上の歴史ある「横浜市こどもの美術展」。長年にわたり様々なかたちで関わってく
ださったみなさんのおかげで、この展覧会の今があります。みなさんにとって「横浜市こども
の美術展」はどんな展覧会でしょうか？ぜひ思い出などをお聞かせください！
いただいたメッセージは「横浜市こどもの美術展2021」会場で紹介します。

主な変更ポイント① 作品の出品は個人の方のみ可能です
2021年は団体での出品はできません。個人の方からの応募のみ受付けます。

【2020年度報告】

のワークショップを開催しました。

「オリジナルメダルをつくろう！」イメージ

募集対象 ： 1965〜2019年の間、
「横浜市こども や、本展が何かのきっかけになったエピソードが
の美術展」に作品を出品した方、来場した方、ボ あれば、ぜひお寄せください。
ランティア活動に参加した方など、どなたでも。
応募方法：当館ホームページの応募フォーム
募集内容：あなたの「横浜市こどもの美術展」の 募集締切：2021年6月8日
（火）
思い出や印象的だったこと、本展への思い、メッ ※応募者にオリジナルバッジをプレゼントします
セージなど。また、親子2世代・3世代での出品 （応募多数の場合は抽選）

これまでにいただいたメッセージの一部を当館ホームページ「横浜市こどもの美術展 未来へ
つなぐHistory & Memory」でご紹介しています。

講座参加者募集！

アートリンピック

スポーツを等身大アートで表現しよう！

スポーツの動きを観察して実際にポーズ！等身大のからだの線を写しとったら自由に表現しよう。
完成した作品は「横浜市こどもの美術展2021」
（7/23〜8/1）
で展示します。

7月4日（日）13:30〜16:00
講

師

参 加 費
受付期間

6月15日（火）まで

【送迎車時刻表】 JR桜木町駅発
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11
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13
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16
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00
00
00
00

横浜市民ギャラリー発

20
20
20
20
20
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20
20

40
40
40
40
40
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17
18

10
10
10
10
10
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10
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30
30
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30
30
30
30

50
50
50
50
50
50
50
45

※運行時刻は9時45分桜木町駅始発、18時00分横浜市民ギャラリー最終発です。ただし展覧会初日と最終日
や展示室の利用時間によっては、始発・最終発の時刻が変更となったり、運休する場合がありますので必ず事
前にホームページか電話等でご確認ください。※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。

●オープンスタジオ・人体クロッキー
（着衣）Bコース

※この講座は英語での指導が可能です。

2021年1/21,1/28,2/4,2/11 参加者：16名
●写真が
〈魔術〉
だったころ−最初期の写真・ダゲレオタイプ（銀板写真）講座＋映像詩『オシラ鏡』上映会

油絵の具ってどんなえのぐ？初めてでも大丈夫。
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。

8月28日（土）13:30〜16:00
師

〈2020年度後期〉

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、ご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、
どなたでもご利用いただけます。
※新型コロナウイルスの感染拡大状況等により定員減、運休の場合が
あります。必ず運行状況を事前にご確認の上、ご利用ください。
JR桜木町駅東口タクシーおりば付近
※ご利用の際には、マスクの着用をお願いします。
から出発 ※下記地図をご覧ください。

2020年11/19,11/26,12/3,12/10 参加者：15名

油絵に挑戦！
講

横浜市民ギャラリーには、1964年の開館以来、企画展や国際展などの折に収蔵された作品が約
1,300点あります。今回のテーマは「港と水辺」。横浜を中心に港や水辺を描いた油彩、日本画、
版画、漫画等多様な表現を特集しました。会場は4つのセクションと特別展示で構成され、55点
を出品しました。
「1．
写真でみる戦後−昭和のミナト 横浜」では戦後の横浜の様子と、当時の人び
との生きざまが捉えられた作品群を、
「2．
描かれた横浜港 1940〜80年代」では様々な時代に描
かれた横浜港を紹介しました。また「3.水辺と人びと」では人びとの存在や不在を感じさせる作
品、
「4.港と水辺 アラカルト−版画と漫画の多様な表現」では多彩な技法により摺られた版画や、
即興に近いかたちで描かれた漫画を、また「特別展示 牛田雞村の描いた横浜−開港期の風景」で
は、横浜出身の日本画家・牛田雞村が開港期の風景を細やかにあらわした3点を展覧しました。
昨年開催できなかった関連イベント、ワークショップ「木版画摺り体験 摺りであらわす水辺の情
景」、ハマキッズ・アートクラブ「横浜市民ギャラリーまるごと探検ツアー」では幅広い年代の方
にご参加いただき、前者では出品作品の一つの技法である木版画、後者では市民ギャラリーの
役割や施設を知るツアーの一環という異なる入口から展覧会を楽しんでいただきました。また4
名の鑑賞サポーターが作品を紹介する「鑑賞サポーターのPICK UP!」や「学芸員による見どこ
ろ紹介」の新たな映像コンテンツ、収蔵作家の柴田昌一氏のインタビュー映像も会場とホーム
ページで公開しました。鑑賞サポーターによるトークも実施し、会場で事前調査に基づきお話し
ました。

ご利用ください 送迎車サービス

●オープンスタジオ・人体クロッキー
（着衣）Aコース

LITTLE ARTISTS LEAGUE（アート団体）
小学1〜6年生 14名（抽選）
1,500円（材料費込）

対象・定員

2020年5/21,5/28,6/4,6/11 講師：清野晃代
●親が知っておきたい〜紙あそび・お絵かきあそび〜 2020年6/25 講師：横田佳子
●レクチャー現代美術 ミスティックベイ−横浜をあらわす手法− 2020年8/29 講師：田村友一郎
●はじめての日本画 絹に描く−若冲の彩色に学ぶ 2020年9/5 講師：武田裕子
●人体を描く−ヌードと着衣

※締切後、当選の連絡を受けた方が講座に参加できます。
※新型コロナウイルス感染拡大状況により、中止または定員を変更する等して開催する場合があります。

横浜市民ギャラリーコレクション展2021「うつし、描かれた港と水辺」
昨年中止になった内容を、再度開催しました。

るレクチャー、昨年度から好評の日本画講座、横浜能楽堂との連携事業など、多岐に渡る内容

おうちでワークショップ「オリジナルメダルをつくろう！」
来場した子どもたちに、オリジナルメダルがつくれる材料セッ
トをプレゼント！おうちで自分だけのメダルをつくってみよう。

2021年7月23日（金・祝）
〜8月1日
（日）会期中無休 10:00〜17:00 ※事前予約制（日時指定）
横浜市民ギャラリー展示室1・2（予定） 入場無料

主な変更ポイント②

造形を中心とする子どものためのアトリエ講座「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
らい、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を目的としています。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。

企画協力：LITTLE ARTISTS LEAGUE

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）

報 告

報 告

小学4〜6年生

参 加 費

2,200円（材料費込）

受付期間

8月10日（火）まで

●はじめての日本画

絹に描く−若冲の彩色に学ぶ

2021年2/20、2/27 講師：武田裕子 参加者：16名

東麻奈美（アーティスト）

対象・定員

2021年2/13 講師：新井卓 参加者：16名
会場の様子「1.写真でみる横浜―昭和のミナト 横浜」 photo: Ken KATO

会場の様子「2．
描かれた横浜港 1940〜80年代」 photo: Ken KATO

●横浜市民ギャラリー＋横浜能楽堂連携企画 日本画（板絵）体験と横浜能楽堂見学

18名（抽選）

2021年1/16 講師：武田裕子 参加者：午前の部14名、午後の部8名

スチロールで船をつくろう
発泡スチロールを切って、貼って、船をつくりましょう。
本当にお水に浮かぶよ！

「第11回横浜市こどもの美術展」会場風景 1976年

「横浜市こどもの美術展2017」会場風景

photo: Ken KATO

9月5日（日）10:30〜12:00
講

横浜市民ギャラリーゆかりの作家たち vol.21 渡辺豊重

「横浜市こどもの美術展2019」の様子

photo: Ken KATO

渡辺豊重さんは1931年、東京生まれ。1952年から川崎に転居し、様々な職業に就きながら、川崎の画材
店が主宰する美術研究所に通い、難波田龍起や田中岑に師事しました。1958年に黒耀会の結成に参加。
1960年から画業に専念し、絵画、版画、彫刻と精力的に作品を発表しています。制作は、初期の絵具を塗
り重ねた作風から、丸、四角、棒といったかたちを組み合わせた多彩な表現へ展開しています。
《それゆけモクモク》は、
「横浜・コン
スタンツァ姉妹都市提携 15周年記
念 現代日本の版画と写真の展開〜
いまヨコハマから〜」展（ 1992 年）
に出品された作品です。楕円を重ね
合わせた〈モクモク〉は、1980年代
から渡辺さんの作品に繰り返し登
場しています。本作では、中空に描
かれた〈モクモク〉と画面上下の躍
動感のある鮮やかな色彩の線があ
いまって、風を切って飛んでいるよ
うにも、リズミカルに弾んでいるよう
にも見えます。渡辺さんは〈モクモ
ク〉のほか、
〈スウィング〉や〈ギザギ
ザ〉
など、いろいろなかたちと明るい
色による、動的で生命感のあるシ
リーズを制作しています。
渡辺豊重《それゆけモクモク》1992年 シルクスクリーン 43.6×57.3cm

師

川﨑和美（造形作家）

対象・定員

幼稚園・保育園の年中児〜年長児と保護者

参 加 費

一組1,500円（材料費込）

受付期間

8月17日（火）まで

会場の様子「3.水辺と人びと」 photo: Ken KATO

10組（抽選）

【展覧会データ】

横浜市民ギャラリーコレクション展2021
うつし、描かれた港と水辺

ステキなステッキをつくろう

身近な材料を使って工作！自分だけのキラキラステッキをつくろう！
普通のステッキやハロウィン風にもつくれます。

オープンスタジオ・人体クロッキー
（着衣）Aコース

2021年3月5日
（金）
〜21日
（日） 3月15日
（月）休館
10:00〜18:00
横浜市民ギャラリー 展示室1、B1 出品点数：55点
展覧会入場者数：2,763名＋関連事業参加者数：36名
＝合計2,799名

写真が
〈魔術〉
だったころ−最初期の写真・ダゲレオタイプ（銀板写真）
講座＋映像詩『オシラ鏡』上映会

10月16日（土）10：30〜12：00
講

師

大竹美佳（造形作家）

対象・定員

幼稚園・保育園の年中児〜年長児と保護者

参 加 費

一組1,500円（材料費込）

受付期間

7月下旬〜9月28日（火）まで

申込 方 法

【関連イベント】

10組（抽選）
ワークショップ「木版画摺り体験 摺りであらわす水辺の情景」

以下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。

◎ホームページの申込フォーム
https://ycag.yafjp.org/events/hamakids̲2021/

会場の様子「4.港と水辺 アラカルト−版画と漫画の多様な表現」
photo: Ken KATO

3月14日
（日）10:30〜11:30
講師：河上祐子（当館学芸員/エデュケーター）
対象：小学3〜6年生

横浜市民ギャラリー4階事務室へお越しください。

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。
●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）。
●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6日
（土）14：00〜16：00
講師：関淳一（横浜美術館主席エデュケーター）
対象：小学生以上

●ハマキッズ・アートクラブ「横浜市民ギャラリー
まるごと探検ツアー」

◎直接来館

申込後の流れ
●抽選結果は申込締切後、全員に「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。
●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。

●ワークショップ
「木版画摺り体験 摺りであらわす水辺の情景」

はじめての日本画 絹に描く−若冲の彩色に学ぶ

●鑑賞サポーターによるトーク

横浜市民ギャラリー＋横浜能楽堂連携企画
日本画（板絵）体験と横浜能楽堂見学

2021年度前期」の詳細は、ホームページをご覧ください。
また「大人のためのアトリエ講座 2021年度後期」は、秋頃にチラシとホームページでお知らせします。

3月14日
（日）14:00〜14:30

「大人のためのアトリエ講座

ハマキッズ・アートクラブ「横浜市民ギャラリーまるごと探検ツアー」

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）

横浜市民ギャラリー

〒220-0031横浜市西区宮崎町26-1
TEL 045-315-2828 FAX 045-315-3033 https://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
https://facebook.com/ycag1964
@ycag1964
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
●

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：2021年6月1日 デザイン：太田博久

©Yokohama Civic Art Gallery

