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長谷川潔 《飼い馴らされた小鳥（草花と種子）》
1962 年／マニエル・ノワール

●横浜市民ギャラリーの収蔵作品を毎月紹介します

 5月22日から

 5月23日から

 5月24日から

鶴見画廊 ☎584-7208
「第20回 コスモス会展」
〈会期〉2013年5月22日～27日〈休〉会期中無し
〈内容〉鶴見在住者の油彩画　
　
ギャラリーダダ ☎461-1533
「赤坂孝史水彩画展」
〈会期〉2013年5月22日～28日〈休〉会期中無し
　
「二人展」
〈会期〉2013年5月22日～28日〈休〉会期中無し
〈内容〉油彩・ステンドグラス
　
ぎゃらりー彩光 ☎681-0768
「久世愛・5人展」
〈会期〉2013年5月22日～28日〈休〉会期中無し
〈内容〉水彩・パステル画

ガレリア セルテ ☎651-5471
「第10回 誘画灯展」
〈会期〉2013年5月27日～6月2日〈休〉会期中
無し
　
みつい画廊 ☎261-3721
「練の会」
〈会期〉2013年5月27日～6月2日〈休〉会期中
無し〈内容〉油彩

さくら画廊 ☎846-3987
「山里絵会展」
〈会期〉2013年5月23日～27日〈休〉会期中無し
〈内容〉横浜などの山里を描いた水彩スケッチ約
25点
　
磯子区民ホールギャラリー ☎750-2393
「いそかぜ書道会」
〈会期〉2013年5月23日～28日〈休〉会期中無し
　
山手234番館 ☎625-9393
「ヨコハマなう。Season2」
〈会期〉2013年5月23日～28日〈休〉会期中無し
〈内容〉写真
　
横浜みなと町ギャラリー ☎662-1708
「野溝嘉彦油絵展」
〈会期〉2013年5月23日～28日〈休〉会期中無し
〈内容〉伊那路、木曽路等の風景作品
　
ギャラリー SHIMIZU ☎251-6177
「本多陽子 個展」
〈会期〉2013年5月23日～29日〈休〉会期中無し
〈内容〉油彩20点
　
Gallery ARK ☎681-6520
「岡田高弘展」
〈会期〉2013年5月23日～6月1日〈休〉日曜
〈内容〉油彩

横浜高島屋ギャラリー ☎311-5111
「創業120周年記念 龍上美術織物展」
〈会期〉2013年5月24日～6月4日〈休〉会期中
無し〈内容〉きもの・帯

 5月25日から

爾麗美術 ☎222-4018
「シリアさんと仲間達展」
〈会期〉2013年5月25日～6月9日〈休〉5月29日・
6月5日〈内容〉シリア・阿部守・喜多村紀・鈴木
淑子

 5月27日から

山手111番館 ☎623-2957
「ノンフローラルスタジオ作品展」
〈会期〉2013年5月27日～30日〈休〉会期中無し
〈内容〉フラワーアレンジメント
　
ギャラリーかれん ☎543-3577
「ベッドウィン・ジュエリー展」
〈会期〉2013年5月27日～6月1日〈休〉会期中
無し
　
吉田町画廊 ☎252-7240
「銀座・横浜巡回展～さすらい版画展～」
〈会期〉2013年5月27日～6月1日〈休〉会期中
無し〈内容〉銀座・ゆう画廊との合同企画巡回展

 5月28日から

横浜には140を超える画廊、展示施設があるのはご存知ですか?
作品を見ることはもちろん、展示したい人はたった一人でも展覧会が
出来るのです。ハマの風に吹かれながら画廊をめぐるっていかがですか。
「横浜画廊散歩」は市内の画廊といっしょに毎月の展覧会スケジュール
をご案内する情報誌です。
●「ヨコハマ・ギャラリー・マップ」とあわせてご活用ください。
（掲載されている展覧会情報は2013年3月25日現在のものです。）
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栄区民文化センターリリス ☎896-2000
「押し花作品展“Bloom”」
〈会期〉2013年5月28日～6月2日〈休〉会期中
無し〈内容〉押し花の額、小物の展示と体験会
　
ぎゃるりじん＆Chiyo's ☎681-5900
「三友周太Ｗ」
〈会期〉2013年5月28日～6月2日〈休〉会期中
無し
　
万国橋ギャラリー ☎201-8103
「村田五郎 陶芸展」
〈会期〉2013年5月28日～6月3日〈休〉会期中
無し
　
そごう横浜店美術画廊 ☎465-5506
「ラリックテーブルウェア展」
〈会期〉2013年5月28日～6月3日〈休〉会期中
無し
　
「荻須高徳 作品展」
〈会期〉2013年5月28日～6月3日〈休〉会期中
無し〈内容〉油彩

 5月29日から

ギャラリーダダ ☎461-1533
「河村順明作品展」
〈会期〉2013年5月29日～6月4日〈休〉会期中
無し〈内容〉水彩など
　
「柴崎敏子展」
〈会期〉2013年5月29日～6月4日〈休〉会期中
無し〈内容〉油彩

 5月30日から

さくら画廊 ☎846-3987
「犬山典子個展」
〈会期〉2013年5月30日～6月3日〈休〉会期中
無し〈内容〉金沢区在住。油彩画約25作品展示
　
磯子区民ホールギャラリー ☎750-2393
「押し絵 布遊古会」
〈会期〉2013年5月30日～6月4日〈休〉会期中
無し

Art Gallery 山手 ☎628-0267
「田代里見展」
〈会期〉2013年5月30日～6月4日〈休〉会期中
無し

ギャラリー SHIMIZU ☎251-6177
「河西忠雄 個展」
〈会期〉2013年5月30日～6月5日〈休〉会期中
無し〈内容〉油彩25点
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爾麗美術 ☎222-4018
「黒騎士会 春」
〈会期〉2013年4月27日～5月6日〈休〉5月1日
〈内容〉永田晶彦、星野鐡之、野田洋介、山本浩美、
安斉アヤ子、鈴木正道、杉村倉太、能登茂行
　
シルク博物館 ☎641-0841
「群馬県立日本絹の里との提携記念̶夢を紡いだ
シルク 「̶蚕の国」群馬と『シルクの街』横浜」
〈会期〉2013年4月27日～6月9日〈休〉月曜日
（ただし4月29日と5月6日は開館 4月30日と
5月7日は休館）
　
神奈川県立歴史博物館 ☎201-0926
「特別展 江戸時代かながわの旅 『̶道中記』の世
界̶」
〈会期〉2013年4月27日～6月23日〈休〉月曜（4
月29日･5月6日は開館）〈内容〉「道中記」とは江
戸時代に出版された旅の案内書。江戸時代の“か
ながわ”の旅を紹介
　
横浜ユーラシア文化館 ☎663-2424
「開館10周年記念 特別展マルコ・ポーロの見た
ユーラシア 『̶東方見聞録』の世界̶』」
〈会期〉2013年4月27日～6月30日〈休〉月曜日
（祝日の場合は開館翌日休館）〈内容〉マルコ・ポー
ロ『東方見聞録』に焦点をあてた展示
　
横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656
「第8回 さつき水墨画展」
〈会期〉2013年4月29日～5月2日〈休〉会期中
無し
　
「第6回 田園写友会写真展」
〈会期〉2013年4月29日～5月5日〈休〉会期中
無し〈内容〉四季折々の風景・花などの作品
　
「東山田郷土資料館20周年出版記念絵画展及び
栗原満直デザイン事務所10周年作品展」
〈会期〉2013年4月29日～5月5日〈休〉会期中
無し〈内容〉昭和20年代の「古民家の暮らし」を
絵と文で作成
　
神奈川県民ホール ☎662-5901
「フォトサークルSAWA写真展」
〈会期〉2013年4月29日～5月5日〈休〉会期中
無し
　
「一線美術神奈川支部展」
〈会期〉2013年4月29日～5月5日〈休〉 会期中
無し
　
「鐵門社書展」
〈会期〉2013年4月30日～5月5日〈休〉 会期中
無し
　
栄区民文化センターリリス ☎896-2000
「みんなで楽しむ写真展」
〈会期〉2013年4月30日～5月4日〈休〉会期中
無し〈内容〉桂山クラブ「写真を楽しむ会」
　
「ヨコハマセブンフォト 2013 写真展」
〈会期〉2013年4月30日～5月6日〈休〉会期中
無し〈内容〉会員作品を集団個展方式で展示
　
ぎゃるりじん＆Chiyo's ☎681-5900
「りょーの個展」
2013年4月30日～5月5日〈休〉会期中無し
　
神奈川区民文化センター かなっくホール
 ☎440-1211
「第8回 若葉会展̶透明水彩で描く四季折々の
花、風景̶」
〈会期〉2013年4月30日～5月6日〈休〉会期中
無し
　
そごう横浜店美術画廊 ☎465-5506
「丸山友紀 日本画展」
〈会期〉2013年4月30日～5月6日〈休〉会期中
無し

ギャラリーダダ ☎461-1533
「ともづな展」
〈会期〉2013年5月1日～7日〈休〉会期中無し
〈内容〉油彩・水彩など
　
「青の会展」
〈会期〉2013年5月1日～7日〈休〉会期中無し
〈内容〉油彩・水彩
　
ぎゃらりー彩光 ☎681-0768
「五十嵐健一 個展」
〈会期〉2013年5月1日～7日〈休〉会期中無し
〈内容〉油彩・水彩
　
山手234番館 ☎625-9393
「ワンストローク」
〈会期〉2013年5月1日～7日〈休〉会期中無し
〈内容〉トールペイント
　
LAUNCH PAD cafe ＆ gallery ☎641-1511
「松田洋子写真展　～いろを織る～」
〈会期〉2013年5月1日～15日〈休〉5月7日、13日

磯子区民ホールギャラリー ☎750-2393
「クローバーの会」
〈会期〉2013年5月2日～7日〈休〉会期中無し
〈内容〉絵手紙

山手111番館 ☎623-2957
「陶恒房展」
〈会期〉2013年5月3日～7日〈休〉会期中無し
〈内容〉陶器の作品展示

art gallery,on the wind ☎251-6937
「ヨコハマ薔薇展2013」
〈会期〉2013年5月4日～26日〈休〉土日以外
〈内容〉横浜市の市花「薔薇」をテーマにした作品展

ギャラリーかれん ☎543-3577
「吉田博子作陶展軌跡 ̶15年をふりかえって̶」
〈会期〉2013年5月6日～11日〈休〉会期中無し
〈内容〉陶器
　
みつい画廊 ☎261-3721
「互人会展」
〈会期〉2013年5月6日～12日〈休〉会期中無し
〈内容〉油彩、水彩など
　
画廊  楽 ☎681-7255
「西村昭子展」
〈会期〉2013年5月6日～12日〈休〉会期中無し

ギャラリーKAN ☎641-4751
「和・布あそび 着物をリメイクした洋服展」
〈会期〉2013年5月7日～12日〈休〉会期中無し
〈内容〉バッグ、小物など100点
　
ぎゃるりじん＆Chiyo's ☎681-5900
「畠中学紀　個展Ｗ」
〈会期〉2013年5月7日～12日〈休〉会期中無し
　
泉区民文化センター テアトルフォンテ
 ☎805-4000
「フォトサークル オーロラ作品展」
〈会期〉2013年5月7日～13日〈休〉会期中無し
　
ギャルリーパリ ☎664-3917
「木曽淑枝・純銀クロッシェ展」
〈会期〉2013年5月7日～13日〈休〉日曜

そごう横浜店美術画廊 ☎465-5506
「燦の会 漆芸展」
〈会期〉2013年5月7日～13日〈休〉会期中無し
　
f.e.i art gallery ☎325-0081
「近藤憲昭展」
〈会期〉2013年5月7日～24日〈休〉土日祝〈内容〉
版画（リトグラフ、シルクスクリーン等）作品を
15～6点展示

ぎゃらりー彩光 ☎681-0768
「第18回色鉛筆画展」
〈会期〉2013年5月8日～14日〈休〉会期中無し

さくら画廊 ☎846-3987
「塚越通生個展」
〈会期〉2013年5月9日～13日〈休〉会期中無し
〈内容〉日本画約25点展示
　
ゴールデンギャラリー ☎201-7118
「40回 清硯書展」
〈会期〉2013年5月9日～14日〈休〉会期中無し
　
磯子区民ホールギャラリー ☎750-2393
「横浜緋桜会」
〈会期〉2013年5月9日～14日〈休〉会期中無し
〈内容〉木目込人形・ちりめん細工
　
山手234番館 ☎625-9393
「布ぞうりとハワイアンリボンレイのコラボ展」
〈会期〉2013年5月9日～14日〈休〉会期中無し
　
Gallery ARK ☎681-6520
「大野和之展」
〈会期〉2013年5月9日～18日〈休〉会期中無し
〈内容〉陶芸

山手111番館 ☎623-2957
「猫の肖像展 パート２」
〈会期〉2013年5月10日～15日〈休〉会期中無し
　
せんたあ画廊 ☎662-2937
「柳原 良平個展」
〈会期〉2013年5月10日～18日〈休〉会期中無し
〈内容〉切絵、水彩、油彩、リトグラフなど
　
ガレリア  セルテ ☎651-5471
「柳原良平 個展̶せんたあ画廊企画展̶」
〈会期〉2013年5月10日～18日〈休〉会期中無し

ギャラリーこやま ☎545-1105
「鶴田紫風展」
〈会期〉2013年5月11日～17日〈休〉会期中無し
〈内容〉かな、行、草の書の小品20点
　
爾麗美術 ☎222-4018
「ふたたび出会った四人展」
〈会期〉2013年5月11日～19日〈休〉5月15日
〈内容〉岡村泰成・長濱泰子・関口逸平・ぬかりや章
　
旭ギャラリー ☎955-3388
「金氏紗絵、金氏彩子 2人展」
〈会期〉2013年5月11日～26日〈休〉会期中無し
〈内容〉油絵約30点

ギャラリーかれん ☎543-3577
「グループ紡染織作品展」
〈会期〉2013年5月13日～18日〈休〉会期中無し
　
画廊 楽 ☎681-7255
「ハマの作家展」
〈会期〉2013年5月13日～19日〈休〉会期中無し
〈内容〉水彩・スケッチなど

栄区民文化センターリリス ☎896-2000
「クラッセ倶楽部 第2回 写真展」
〈会期〉2013年5月14日～19日〈休〉会期中無し
　
「フォト・彩遊 写真展」
〈会期〉2013年5月14日～20日〈休〉会期中無し
　
鶴見画廊 ☎584-7208
「ヘキサゴン展」
〈会期〉2013年5月14日～19日〈休〉会期中無し
〈内容〉グループによる平面作品展
　
ぎゃるりじん＆Chiyo's ☎681-5900
「滝口未也子展」
〈会期〉2013年5月14日～19日〈休〉会期中無し
　
泉区民文化センター テアトルフォンテ
 ☎805-4000
「いずみ画好会作品展」
〈会期〉2013年5月14日～20日〈休〉会期中無し
〈内容〉水彩・油彩
　
ギャルリーパリ ☎664-3917
「ヒロ・トミザワ個展」
〈会期〉2013年5月14日～20日〈休〉日曜
　
万国橋ギャラリー ☎201-8103
「葉菜の会展」
〈会期〉2013年5月14日～20日〈休〉会期中無し
〈内容〉植物画
　
相鉄ギャラリー ☎813-1515
「平澤 薫 水彩画展」
〈会期〉2013年5月14日～6月16日〈休〉月曜日
　
そごう横浜店美術画廊 ☎465-5506
「近代工芸逸品展」
〈会期〉2013年5月14日～20日〈休〉会期中無し

みつい画廊 ☎261-3721
「ハマの作家展」
〈会期〉2013年5月13日～19日〈休〉会期中無し
〈内容〉水彩・スケッチなど

ギャラリーダダ ☎461-1533
「ちぎり絵展」
〈会期〉2013年5月15日～21日〈休〉会期中無し
　
ギャラリー SHIMIZU ☎251-6177
「進藤葉子 個展」
〈会期〉2013年5月15日～21日〈休〉会期中無し
〈内容〉油彩30点
　
ぎゃらりー彩光 ☎681-0768
「本間亮次 個展」
〈会期〉2013年5月15日～21日〈休〉会期中無し
〈内容〉油彩

さくら画廊 ☎846-3987
「さつき展」
〈会期〉2013年5月16日～20日〈休〉会期中無し
〈内容〉水彩画・パステル画・絵手紙など
　
磯子区民ホールギャラリー ☎750-2393
「あしたば会」
〈会期〉2013年5月16日～21日〈休〉会期中無し
〈内容〉絵画
　
山手234番館 ☎625-9393
「四人展」
〈会期〉2013年5月16日～21日〈休〉会期中無し
〈内容〉油絵・水彩
　
ギャラリーぴお ☎681-5122
「第27回  爽風展」
〈会期〉2013年5月16日～21日〈休〉会期中無し
〈内容〉絵画  約40点

ギャラリー守玄斎 ☎201-7118
「16回 青芝文会書展」
〈会期〉2013年5月17日～21日〈休〉会期中無し
　
ゴールデンギャラリー ☎201-7118
「16回 青芝文会書展」
〈会期〉2013年5月17日～21日〈休〉会期中無し
　
山手111番館 ☎623-2957
「いわね会水彩画展」
〈会期〉2013年5月17日～22日〈休〉会期中無し
　
ATELIER K・ART SPACE ☎651-9037
「永井 佳奈子展」
〈会期〉2013年5月17日～31日〈休〉5月20日・
27日〈内容〉銅やアルミ等の金属を素材とした立
体作品30点

吉田町画廊 ☎252-7240
「銀座・横浜巡回展～さすらいの日本画展～」
〈会期〉2013年5月20日～25日〈休〉会期中無し
〈内容〉銀座・ゆう画廊との合同企画巡回展　
　
みつい画廊 ☎261-3721
「羽鳥清美 個展」
〈会期〉2013年5月20日～26日〈休〉会期中無し
〈内容〉水彩
　
ガレリア  セルテ ☎651-5471
「第16回 遊濱会展」
〈会期〉2013年5月20日～26日〈休〉会期中無し
〈内容〉水彩・日本画・洋画
　
画廊 楽 ☎681-7255
「等迦会」
〈会期〉2013年5月20日～26日〈休〉会期中無し

栄区民文化センターリリス ☎896-2000
「フォト一輪草 第13回 写真展」
〈会期〉2013年5月21日～26日〈休〉会期中無し
　
「第21回 戸塚フォトクラブ写真展」
〈会期〉2013年5月21日～26日〈休〉会期中無し
　
ぎゃるりじん＆Chiyo's ☎681-5900
「三友周太Ｗ」
〈会期〉2013年5月21日～26日〈休〉会期中無し
　
万国橋ギャラリー ☎201-8103
「フレーム30」
〈会期〉2013年5月21日～27日〈休〉会期中無し
〈内容〉油彩
　
ギャラリーこやま ☎545-1105
「絵と陶3人展」
〈会期〉2013年5月21日～27日〈休〉会期中無し
〈内容〉静物・風景などの油彩・水彩と陶芸　出澤
粧子・田中スエ子・田中征子
　
ギャラリー伽羅 ☎842-1428
「ご近所のアーティスト展vol.16」
〈会期〉2013年5月21日～6月1日〈休〉5月27日
〈内容〉水彩・木版画・水墨画・油彩画・パステル画・
色鉛筆画・陶芸
　
ギャルリーパリ ☎664-3917
「第26回ねこ展」
〈会期〉2013年5月21日～6月2日〈休〉会期中無し
　
そごう横浜店美術画廊 ☎465-5506
「永温三彩～女流作家  三人展～」
〈会期〉2013年5月21日～27日〈休〉会期中無し
　
「大矢充・山口暁子  二人展」
〈会期〉2013年5月21日～27日〈休〉会期中無し

FUJIMURA_CONTEMPORARY_ART
 ☎641-3070
「スティーブホールマーク 新作発表展」
〈会期〉2013年2月1日～5月31日〈休〉月曜・火
曜〈内容〉ウッドスカルプチャー
　
「吉野公賀 新作発表展」
〈会期〉2013年2月1日～5月31日〈休〉月曜・火
曜〈内容〉視覚障害がありながらも新しいジャン
ルのアートを発表
　
三溪園 ☎621-0635
「俳句展」
〈会期〉2013年3月15日～5月28日〈休〉会期中
無し
　
「新緑の古建築公開̶シンボルの中を知る重要文
化財 旧燈明寺三重塔」
〈会期〉2013年4月27日～5月6日〈休〉 会期中
無し〈内容〉内苑・聴秋閣奥の遊歩道もあわせて
開放
　
相鉄ギャラリー ☎813-1515
「土嶋悦子写真展 ̶農に生きる̶」
〈会期〉2013年4月3日～5月6日〈休〉月曜日（祝
休日の場合は翌平日）
　
横浜市歴史博物館 ☎912-7777
「特別展『N.G.マンローと日本考古学̶横浜を
掘った英国人学者̶』」
〈会期〉2013年4月6日～5月26日〈休〉月曜日（祝
日の場合は翌日）〈内容〉日本考古学史において果
たした役割を紹介
　
横浜美術館 ☎221-0300
「Welcome to the Jungle熱々！東南アジアの現
代美術」
〈会期〉2013年4月13日～6月16日〈休〉  休館日
は毎木曜日（祝日の場合は翌日）〈内容〉8か国28
作家による2000年代の作品
　
大佛次郎記念館 ☎622-5002
「特別展『没後40年・大佛次郎と神奈川̶未来へ
のメッセージ̶』」
〈会期〉2013年4月19日～7月15日〈休〉月曜日
（祝休日時は翌平日）4月30日は開館〈内容〉大佛
次郎が書き遺した神奈川の魅力
　
そごう美術館 ☎465-5515
「山口晃展～山口晃と申します老若男女ご覧あ
れ～」
〈会期〉2013年4月20日～5月19日〈休〉会期中無
し〈内容〉ドローイング・油絵・立体作品・挿画
　
横浜高島屋ギャラリー ☎311-5111
「美の競演 京都画壇と神坂雪佳̶100年の時を
越えて京都市美術館・細見美術館コレクション
より̶」
〈会期〉2013年4月24日～5月6日〈休〉会期中無
し〈内容〉日本画
　
Art Gallery 山手 ☎628-0267
「猫の展覧会」
〈会期〉2013年4月25日～5月14日〈休〉会期中
無し
　
山手111番館 ☎623-2957
「陶磁器作品と絵画小品」
〈会期〉2013年4月26日～5月1日〈休〉会期中
無し
　
ギャルリーパリ ☎664-3917
「ティンガ・ティンガ展」
〈会期〉2013年4月27日～5月6日〈休〉会期中
無し
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