
 

 

 

記 者 発 表 資 料 

令 和 元 年 9 月 2 0 日 
（公財）横浜市芸術文化振興財団 
横 浜 美 術 館 

開館 30周年を市民の皆さまと一緒にお祝い！ 

横浜美術館開館 30周年バースデー・ウィークエンド 
2019年 11月 1日（金）から 11月 4日（月・振休） 

   

  

 

 

 

 

 

  

 

 1989年（平成元年）に開館した横浜美術館は、2019年 11月 3日（日・祝）に 30周年を迎えます。 

 美術館を長く支えてくださった皆さまへの感謝の想いを込めて、市民の皆さまとお祝いできればと、開館記念

日前後の 11 月 1 日（金）から 11 月 4 日（月・振休）の 4 日間を、「横浜美術館開館 30 周年記念バースデー・

ウィークエンド」とし、気軽にご参加いただける、さまざまな企画をご用意いたしました。 

 コレクション展の無料観覧日、作家をお招きしてのトークイベントや、鑑賞をより楽しむためのレクチャーや

ギャラリートーク。さらにはお子様にも楽しんでいただけるスタンプラリー、魅力的なお楽しみ袋の販売など、

バースデー・ウィークエンドだけの特別なラインナップです。 

 この機会にぜひ、秋の横浜美術館へご来館ください。 ※詳細は添付資料をご覧ください。 

 

横浜美術館開館 30周年バースデー・ウィークエンド 

 

 11月 1日（金） ・「ルノワールとパリに恋した 12人の画家たち」展学芸員によるミニレクチャー 

 11月 2日（土） ・「絵でたどるペリー来航」スペシャル・レクチャー 

 ・呈茶席 

 11月 3日（日・祝） ・横浜美術館コレクション展「東西交流 160年の諸相」観覧無料！ 

 ・横浜美術館メールニュース新規登録キャンペーン 

 ・記念書籍出版記念 森村泰昌スペシャルトーク 

 11月 4日（月・振休） ・「絵でたどるペリー来航」 展覧会・ココがみどころ！ 

 ・横浜美術館コレクション展「東西交流 160年の諸相」アニバーサリー・ギャラリートーク 

 11月１日（金）～4日（月・振休） *バースデー・ウィークエンド通期 

 ・横浜美術館館内スタンプラリー 

 ・横浜美術館バースデーお楽しみ袋販売 

※この機会に広くご報道いただければ幸いです。 

お問合せ先 ＊本日は 17時まで在席しております。 

横浜美術館 【公益財団法人横浜市芸術文化振興財団】横浜市西区みなとみらい 3-4-1 Tel 045-221-0300(代表) 

経営管理グループ グループ長  楢﨑              Tel 045-221-0307 

広報担当            藤井、山本、梅澤、桑原      Tel 045-221-0319 

 



 

 

 

 

 

開館 30周年を市民の皆さまと一緒にお祝い！ 

横浜美術館開館30周年バースデー・ウィークエンド 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1989 年（平成元年）に開館した横浜美術館は、2019 年 11 月 3 日（日・祝）に 30 周年を迎えます。 

美術館を長く支えてくださった皆さまへの感謝の想いを込めて、市民の皆さまとお祝いできればと、開館

記念日前後の 11 月 1 日（金）から 11 月 4 日（月・振休）の 4 日間を、「横浜美術館開館 30 周年記念

バースデー・ウィークエンド」とし、気軽にご参加いただける、さまざまな企画をご用意いたしました。 

 

コレクション展の無料観覧日、作家をお招きしてのトークイベントや、鑑賞をより楽しむためのレクチャ

ーやギャラリートーク。さらにはお子様にも楽しんでいただけるスタンプラリー、魅力的なお楽しみ袋の

販売など、バースデー・ウィークエンドだけの特別なラインナップです。 

この機会にぜひ、秋の横浜美術館へご来館ください。 

 
 
▊11月 1日（金） 

 

 

横浜美術館開館 30周年記念 

「オランジュリー美術館コレクション ルノワールとパリに恋した 12 人の画家たち」展 

学芸員によるミニレクチャー 

  
夜間開館に合わせ、学芸員によるミニレクチャーを開催します。 

秋の夜長に、じっくりと名画と向き合われてはいかがでしょうか。 

 

日時 2019 年 11 月 1 日（金） 18 時 30 分～19 時 

会場 横浜美術館レクチャーホール 

定員 240 名 *事前申込不要・先着順 

参加費 無料 *当日有効の本展観覧券が必要 

 
 

2019 年 9 月 20 日 

 

オーギュスト・ルノワール 

《ピアノを弾く少女たち》 

 1892 年頃  

油彩・カンヴァス 116×81cm  

Photo © RMN-Grand Palais (musée de l'Orangerie) / 

 Franck Raux / distributed by AMF 



 

 

 

 

 
▊11月 2日（土） 
 

 

横浜美術館開館 30周年記念／横浜開港 160周年記念  
「絵でたどるペリー来航」  
スペシャル・レクチャー「ヴィジュアルイメージが伝えるペリーの日本遠征」  

 

ペリーの日本遠征に随行した西洋画家や写真家について、またペリー艦隊を目の当たりにした日本側の視

点について、出品作品を中心にお話します。 

 

日時 2019 年 11 月 2 日（土） 14 時～16 時 

講師 嶋村元宏（神奈川県立歴史博物館 主任学芸員）  

 岡塚章子（東京都江戸東京博物館 都市歴史研究室長） 

 端山聡子（横浜美術館 主任エデュケーター／主任学芸員） 

会場 横浜美術館円形フォーラム 

定員 80 名 *事前申込不要、先着順 

参加費 無料  

 

 

 

横浜美術館開館 30周年記念 
呈茶席 
 
茶道裏千家淡交会 横浜青年部のみなさんが、横浜美術館 満 30 歳の誕生日前夜をお茶席でお祝いします。 

夜気が冷たく感じられる季節、温かいおもてなしとお抹茶で展覧会ご鑑賞前後のひと時をお寛ぎください。 

 

日時 2019 年 11 月 2 日（土） 16 時半～19 時（またはお菓子がなくなり次第） 

会場 横浜美術館グランドギャラリー 

対象 小学生以上 

定員 100 名 *1 席 15 名程度まで、7～8 回を予定 *先着順、 1 席ごとにご案内 

参加費 無料 *展覧会観覧券（半券も可）の提示が必要 

協力 茶道裏千家淡交会 横浜青年部 

 

 

 

▊11月 3日（日・祝） 
 

 

横浜美術館開館 30周年記念／横浜開港 160周年記念 

横浜美術館コレクション展「東西交流 160年の諸相」観覧無料！ 
 

30 周年を記念し、11 月 3 日（日・祝）当日に限り、 

「横浜美術館コレクション展」を、どなたでも無料で 

ご鑑賞いただけます。 

新収蔵作品も多数出品いたしますので、この機会にぜ

ひご堪能ください。 

 

 

 

 

歌川（五雲亭）貞秀《横浜鈍宅之図》 1861（文久元）年  

多色木版、大判錦絵三枚続 横浜美術館蔵（齋藤龍氏寄贈） 

伝 ペーター・B.W. ハイネ《ペルリ提督横浜上陸の図》 

1854（嘉永 7／安政元）年以降  

油彩、カンヴァス 53.3×80.5cm  

横浜美術館蔵（原範行氏・原會津子氏寄贈） 



 

 

 

 

©Fukunaga Kazuo 

 

 

横浜美術館オリジナルグッズがもらえる！ 

横浜美術館メールニュース新規登録キャンペーン 
 

横浜美術館メールニュースに新規でご登録いただいた先着 200 名様に、横浜美術館の外観をデザインした、

オリジナル手ぬぐい（非売品）をプレゼントいたします。 

 

日時 2019 年 11 月 3 日（日・祝）  

 11 時～14 時 *200 名に達し次第終了 

会場 横浜美術館グランドギャラリー 

対象 メールアドレスをお持ちで、 

 横浜美術館メールニュースに新規でご登録いただける方 

定員 200 名 *先着順 

 

 

 

記念書籍『横浜美術館開館 30 周年記念 美術でつなぐ人とみらい』出版記念 

森村泰昌スペシャルトーク 
 
記念書籍『横浜美術館開館 30 周年記念 美術でつなぐ人とみらい』（河出書房新社）の発売を記念し、 

本誌にエッセイをお寄せいただいた美術家の森村泰昌さんをお招きし、トークイベントを開催します。 

森村さんは横浜美術館で 2 回の個展を開催すると共に、ヨコハマトリエンナーレ 2014 では、アーティス

ティックディレクターを務めました。本イベントでは、本書籍のエッセイに触れつつ、モリムラ＠ミュー

ジアムのオープンも踏まえ、今後の美術館の役割をお話いただきます。終了後には、サイン会を行います。 

 

日時 2019 年 11 月 3 日（日・祝） 14 時～15 時 30 分 

登壇者 森村泰昌（美術家） 

会場 横浜美術館レクチャーホール 

定員 220 名 *事前申込制・先着順 

参加費 無料   

申込み 横浜美術館開館 30 周年記念サイト申込フォームより  

 *10 月 2 日（水）より申込受付開始 

 

 

 

 

▊11月 4日（月・振休） 
 

 

横浜美術館開館 30周年記念／横浜開港 160周年記念  
「絵でたどるペリー来航」 展覧会・ココがみどころ！  
 

教育普及担当が企画した本展の魅力を、教育プロジェクトのボランティアが 

コンパクトにご紹介します。 

 

日時 2019 年 11 月 4 日（月・振休）  

 11 時～／11 時 30 分～／13 時 30 分～／14 時～ 

 *各回 10 分程度 

会場 横浜美術館アートギャラリー1 

  

 

 

エリファレット・ 

ブラウン・ジュニア 

《遠藤又左衛門と従者》 

1854 年 

ダゲレオタイプ 

（展示はレプリカ） 

11.4×8.2cm 

*重要文化財  

横浜美術館蔵 



 

 

 

 

写真は一例です 

 

横浜美術館開館 30周年記念／横浜開港 160周年記念  
横浜美術館コレクション展「東西交流 160年の諸相」アニバーサリー・ギャラリートーク 
 

横浜美術館開館 30 周年を記念して、担当学芸員がリレー形式で、 

ちょっとゆったり展示をご案内します。 

 

日時 2019 年 11 月 4 日（月・振休） 15 時～15 時 45 分 

会場 横浜美術館コレクション展展示室 

参加費 無料 *申込不要、当日有効の観覧券が必要 

 

 

▊11月１日（金）～4日（月・振休）  
*バースデー・ウィークエンド通期 
 

 

丹下健三設計の横浜美術館をめぐって、オリジナルグッズをゲット！ 

横浜美術館館内スタンプラリー 
 
石造りのシンメトリーな外観が特徴の横浜美術館。左右 180 メートルに及ぶ建物の中央には展示室棟、 

向かって右棟にアトリエ、左棟に美術情報センターを備えています。横浜美術館内外をめぐるスタンプラ

リーで、普段はなかなか入ることのない施設や、建築物の魅力に触れてください。 

スタンプをすべて集めた方には、横浜美術館オリジナルノート（非売品）をプレゼントします。 

 

日時 2019 年 11 月 1 日（金）～4 日（月・振休） 10 時～18 時  

台紙配布 総合案内（横浜美術館グランドギャラリー） 

定員 各日 50 名 *先着順 

参加費 無料  

 

 

横浜美術館開館 30周年記念 

横浜美術館バースデーお楽しみ袋 
 

例年、年末に販売するミュージアムショップの人気商品「お楽しみ袋」。30 周年を記念して、特別バージ

ョンを限定販売します。 

横浜美術館のコレクションに関連した文房具やポストカードなど 9,000 円相当の商品が、30 周年限定シ

ョッパーにたっぷり詰まって税込 3,000 円。ぜひミュージアムショップへお越しください。 

 

販売期間 2019 年 11 月 1 日（金）～4 日（月・振休） 

 *売り切れ次第終了（限定 30 個） 

価格 3,000 円（税込） 

販売場所 横浜美術館ミュージアムショップ 

     *オンラインショップを含む通信販売は行いません 

 

 

 

▊プレスリリースお問合せ 

横浜美術館 広報担当   

藤井聡子、山本紀子、梅澤のど佳、桑原佳代 

Tel.045-221-0319  ｜ Fax.045-221-0317   

E-mail pr-yma@yaf.or.jp 

▊横浜美術館［公益財団法人横浜市芸術文化振興財団］ 

〒220-0012  

横浜市西区みなとみらい 3-4-1 

Tel.045-221-0300（代表） ｜ Fax.045-221-0317 

https://yokohama.art.museum/ 

長谷川 潔《夢》 

1925（大正 14）年 

ドライポイント 22.0×27.9cm   

横浜美術館蔵 


