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＜プログラム名＞みんなでワークショップ
＜主催＞NPO法人ぷかぷか
撮影：片岡陽太

ヨコハマトリエンナーレ2020「AFTERGLOW―光の破⽚をつかまえる」
展覧会会期：2020年7⽉17⽇（⾦）〜10⽉11⽇（⽇）
※開場⽇数78⽇、毎週⽊曜⽇休場（7/23、8/13、10/8を除く）
主催：横浜市、（公財）横浜市芸術⽂化振興財団、ＮＨＫ、朝⽇新聞社、横浜トリエンナーレ組織委員会
公式WEB ：https://www.yokohamatriennale.jp
Twitter：@yokotori_
【プレスリリースお問い合わせ】 ヨコハマトリエンナーレ2020広報事務局（株式会社プラップジャパン：横澤、本郷、増⽥）
E-MAIL : yokotori2020pr@prap.co.jp
TEL 03-4580-9109 （平⽇10:00〜18:00)
【横浜トリエンナーレ組織委員会 お問い合わせ】 横浜トリエンナーレ組織委員会事務局広報担当（⾼橋）
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E-MAIL：press@yokohamatriennale.jp TEL 045-663-7232（平⽇10:00〜18:00)

イベント名

主催団体

バンクシー展 天才か反 BANKSY~GENIUS OR
逆者か
VANDAL？~製作委員会
ブラストファンクラブ多
ブラストファンクラブ
世代交流⾳楽ワーク
ショップ
涼を愛でる vol.7 −結・
f.e.i art gallery
編・織−
迷宮の悪夢｜川⼝絵⾥
⾐・北本晶⼦2⼈展

gallery fu

実施⽇（予定）
会場
３⽉25⽇ー９⽉27⽇
アソビル

https://blastfunclub.
６⽉27⽇
⾦沢公会堂多⽬的
wixsite.com/website
７⽉5⽇ー８⽉23⽇ 室
９⽉6⽇ー9⽉20⽇
http://www.f-e-i.jp/
６⽉29⽇ー７⽉17⽇ f.e.i art gallery
７⽉１⽇ー７⽉12⽇

https://galleryfu.co
gallery fu(ギャラ
m/
リー・フー)

７⽉１⽇ー10⽉11⽇ メイン会場
roomdの3
その他、野外各所
ハマキッズ・アートクラ
７⽉5⽇
横浜市⺠ギャラリー
横浜市⺠ギャラ
ブ「アートリンピック
（公益財団法⼈横浜市芸術
リー4階アトリエ
スポーツを等⾝⼤アート
⽂化振興財団）
で表現しよう！」
７⽉８⽇ー７⽉14⽇
川久保ジョイ展 、⽉夜
横浜髙島屋７階美
の海の夢をみた。（写真 横浜髙島屋美術部
術画廊
展）
碗琴道

安部寿紗

海⽼塚耕⼀|漂う⽔床か gallery fu
ら−朝の深い休息

ウェブサイトURL
https://banksyexhibi
tion.jp/

７⽉21⽇ー８⽉2⽇

エリスマン邸

アコーステイック・スタ
７⽉26⽇
株式会社ミューズポート/
イル2020
AcousticStyle2020
ボーカル教室

https://ycag.yafjp.or
g/lecture_child/
https://www.takashi
maya.co.jp/yokoham
a/topics/art.html

https://galleryfu.co
gallery fu(ギャラ
m/
リー・フー)

７⽉23⽇ー７⽉25⽇
光のインスタレーション
展⽰ シマノ聖⼦ Blue グラスサラ
It Light-

https://abkzsokm.wi
xsite.com/abekazus
a

⽇ノ出町シャノ
アール

http://www.hamamidorinokyokai.or.j
p/yamateseiyoukan/ehrismann
/
https://museport.jp/
company

７⽉28⽇ー８⽉２⽇ FEI ART
http://www.f-e-i.jp/
MUSEUM
YOKOHAMA
横浜市⺠ギャラリーあざみ ７⽉31⽇、８⽉1⽇、
あざみ野ファミリーワー
横浜市⺠ギャラ https://artazamino.j
野
８⽉2⽇、８⽉8⽇、 リーあざみ野 展⽰ p/
クショップ カラーテー
（公益財団法⼈横浜市芸術 ８⽉9⽇、８⽉10⽇
プでおえかきしよう！！
室1
⽂化振興財団）
８⽉５⽇ー８⽉16⽇ FEI ART
ピグマリオン⼈形展
FEI ART MUSEUM
http://www.f-e-i.jp/
MUSEUM
2020
YOKOHAMA
YOKOHAMA
フランシス真悟
http://www.galeriep
8⽉7⽇ー
有限会社ラ・ギャラリーパ
GALERIE PARIS aris.net/
「Shining Star:
リス
perception of light」
８⽉15⽇ー10⽉11⽇ FOOD&TIME
FOOD&TIME ISETAN
http://www.impd.co.
株式会社三越伊勢丹プロパ
ISETAN
YOKOHAMA ART
jp/
ティ・デザイン
YOKOHAMA ⼊⼝
AWARD 2020
横ウィンドウ
https://galleryfu.co
８⽉18⽇ー８⽉30⽇
⼤森博之|彫刻の⾁欲/眠 gallery fu
gallery fu(ギャラ
m/
れる美⼥
リー・フー)
吉⽥有紀展「カオスとコ FEI ART MUSEUM
スモス」
YOKOHAMA

カルビン・バーチフィー
LAUNCH PAD GALLERY
ルド 作品展

８⽉21⽇ー８⽉31⽇

LAUNCH PAD
GALLERY

https://launchpadgallery.com/
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新たなる地球星を紡ご
う”
光の⽣命の樹植樹祭

光りの⽣命の樹植樹祭実 ８⽉22⽇ー８⽉29⽇
⾏委員会

オンライン上

８⽉29⽇
⼤⼈のためのアトリエ講
横浜市⺠ギャラリー
座レクチャー現代美術
（公益財団法⼈横浜市芸
ミスティックベイ−横浜
術⽂化振興財団）
をあらわす⼿法ー

https://ycag.yafjp.or
横浜市⺠ギャラ
g/lecture_adult/
リー４階アトリエ

第8 回FEI PRINT
AWARD 準⼤賞者展「松 f.e.i art gallery
村誠⼀展」

f.e.i art gallery

９⽉２⽇ー９⽉15⽇

９⽉４⽇ー９⽉20⽇
作間敏宏｜colony

gallery fu

リン版画⼯房有志作品展
LAUNCH PAD GALLERY
（仮）
第9 回 FEI PRINT
AWARD ⼊選作品展

FEI ART MUSEUM
YOKOHAMA

第8 回FEI PRINT
AWARD 準⼤賞者展「⽩ f.e.i art gallery
⽊原⿇紀展」

９⽉４⽇ー９⽉14⽇

９⽉８⽇ー９⽉20⽇

https://galleryfu.co
gallery fu(ギャラ
m/
リー・フー)
LAUNCH PAD
GALLERY
FEI ART
MUSEUM
YOKOHAMA

９⽉17⽇ー10⽉2⽇
f.e.i art gallery
９⽉18⽇ー10⽉17⽇

横浜ビー・コルセアーズ
都筑区役所地域振興課
都筑区応援day
Tobby ライブペインティ
LAUNCH PAD GALLERY
ング

都筑区内全域
９⽉18⽇ー９⽉28⽇

９⽉19⽇ー９⽉27⽇
ときいろ展2020

art gallery, on the wind

ハタステージングオフィ
９⽉19⽇
ハタステージングオフィ
ス 朗読シアター
ス
「…a ray of… ⼀条の
光」
⽇本⼤好きプロジェクト
９⽉19⽇ー12⽉12⽇
による伝統⽂化体験ワー 横浜市⼤倉⼭記念館
クショップ
横浜市⺠ギャラリー
９⽉22⽇ー10⽉11⽇
新・今⽇の作家展 2020
（公益財団法⼈横浜市芸
再⽣の空間
術⽂化振興財団）
９⽉25⽇ー10⽉11⽇
gallery fu7周年記念｜七
gallery fu
つの星
台湾×⽇本 漆 交流展

FEI ART MUSEUM
YOKOHAMA

井上絢⼦ 『ある朝、明 有限会社ラ・ギャラリー
⽇再び昨⽇』
パリス

９⽉29⽇ー10⽉18⽇

LAUNCH PAD
GALLERY

あざみ野コンテンポラ
リーvol.11 関川航平展
（仮称）

http://www.f-e-i.jp/
https://danceyokohama.jp/eventp
rogram/197/
https://launchpadgallery.com/

https://o横浜市⼤倉⼭記念
kurayama.com/
館
横浜市⺠ギャラ https://ycag.yafjp.or
リー 展⽰室 1 、 g/our_exhibition/
B1
https://galleryfu.co
gallery fu(ギャラ
m/
リー・フー)
FEI ART
MUSEUM
YOKOHAMA

LAUNCH PAD
GALLERY

10⽉4⽇
第7回ちぐさ賞本選選考 ⼀般社団法⼈ジャズ喫茶
ライブ
ちぐさ・吉⽥衛記念館

http://www.f-e-i.jp/

http://hata.d.dooo.j
波⽌場会館 5階 多
p/
⽬的ホール

GALERIE PARIS

LAUNCH PAD GALLERY

https://launchpadgallery.com/

http://www.onthewi
art gallery, on the
nd.net/
wind

10⽉1⽇ー10⽉11⽇

10⽉２⽇ー10⽉12⽇
「聞き写し、春⽇」

http://www.f-e-i.jp/

関内ホール・⼩
ホール

http://www.f-e-i.jp/
http://www.galeriep
aris.net/
https://launchpadgallery.com/
https://www.nogechigusa.com/

横浜市⺠ギャラリーあざ １０⽉10⽇ー11⽉１⽇
横浜市⺠ギャラ https://artazamino.j
み野
リーあざみ野展⽰ p/
（公益財団法⼈横浜市芸
室1
術⽂化振興財団）
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