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岩見禮花《富士には水がよく似あう B》
1992年／木版凸版、墨、金箔、紙／ 78.0×53.0cm
●横浜市民ギャラリーの収蔵作品を毎月紹介します

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?
街角にたたずむ個性的な画廊をハマの風に吹かれながら散歩するって
素敵じゃありませんか。
「横浜画廊散歩」は、情報をいただける市内の画廊の毎月の展覧会スケ
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2013.7～2014.6版」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2014年2月25日現在のものです。）
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や行 生誕120年 武井武雄展
4/23～5/5［休］会期中無し［内容］童画・版画・刊
本作品等
　
横浜髙島屋美術画廊 ☎311-5111 D-⑰
おもしろ木かたち展
3/26～4/1［休］会期中無し［内容］彫刻
　
百田暁生 作陶展 3/26～4/1［休］会期中無し
　
岸野忠孝・承・寛 展
4/2～8［休］会期中無し［内容］彫刻・陶芸・墨絵
　
関井一夫展 4/2～8［休］会期中無し［内容］彫刻
　
川端文男 作陶展 4/9～15［休］会期中無し
　
絹谷香菜子展
4/9～15［休］会期中無し［内容］日本画
　
素描展 4/16～22［休］会期中無し［内容］日本画
　
佐々木禅 作陶展 4/16～22［休］会期中無し
　
酒井信義展
4/23～29［休］会期中無し［内容］洋画
　
阪井茂治 作陶展 4/23～29［休］会期中無し
　
中谷 晃展 4/30～5/6［休］会期中無し［内容］絵画
　
橋詰正英 作陶展
4/30～5/6［休］会期中無し
　
横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A-72 b2
第33回 面友会能面展
3/27～4/1［休］会期中無し
　
第22回 神奈川淡彩画会展
4/17～22［休］会期中無し
　
横浜美術館 ☎221-0300 A-74 a1
開館25周年記念 魅惑のニッポン木版画
3/1～5/25［休］木曜［内容］収蔵作品を中心に現代
作家の作品を加えた約220件を通じて、幕末から現
代にいたる各時代の木版表現の粋を紹介（※会期中
一部展示替あり）

横浜みなと町ギャラリー ☎662-1708 A-76 c2
富士山第１回フォトコンテスト入賞作品展
4/1～6［休］会期中無し［内容］富士山愛好家写真連
盟の作品
　
第11回写真展戸塚生き活き写真学級
4/14～18［休］会期中無し［内容］７人によるグルー
プ展
　
ハマフォト三人展
4/20～29［休］会期中無し［内容］3人がそれぞれ
のテーマで撮影したカラー作品

リーブギャラリー ☎253-7805 A-80 c2
松下辰枝個展
3/31～4/6［休］会期中無し［内容］抽象画
　
さくら展
4/14～20［休］会期中無し［内容］5人のアーティ
スト。油彩・水彩・アクリル画

横浜市栄区民文化センターリリス
 ☎896-2000 B-⑲
第11回「フォトサロンゆかり」写真展
4/22～28［休］会期中無し［内容］課題テーマ「駅」
と自由作品
　
第9回「星からの遺産」展-和乎爾(ワヲン)のエナ
ジーアート-
4/29～5/5［休］会期中無し［内容］記憶を呼び覚ま
すアクリル画・クレヨン画
　
桂山クラブ 写真を楽しむ会写真展
4/30～5/5［休］会期中無し［内容］会員が撮影した
自然、一般の写真
　
横浜市鶴見区民文化センターサルビアホール
 ☎511-5711 C-⑭
21世紀の会作品展
4/2～7［休］会期中無し［内容］風景画・静物画等
　
「アイディアはがき」展
4/12～13［休］会期中無し［内容］題はであい。実演有
　
生花を使ったお花の展示
4/19～20［休］会期中無し［内容］イングリッシュ
ガーデンをテーマにした展示
　
第43回横浜無名会写真展
4/22～28［休］会期中無し［内容］自由作品による
モノクロ写真
　
横浜市戸塚区民文化センターさくらプラザ
 ☎866-2501
第13回 遊友展
4/1～7［休］会期中無し［内容］油彩・水彩
　
楽書展 4/2～7［休］会期中無し［内容］書
　
戸塚デジタルフォトクラブ写真展
4/9～14［休］会期中無し
　
フォトかながわ写真展 4/9～14［休］会期中無し
　
第5回写真展 フォトクラブさざなみ
4/15～21［休］会期中無し
　
フォトレタッチ「舞々」第3回写真展
4/15～21［休］会期中無し
　
第22回戸塚フォトクラブ写真展
4/22～27［休］会期中無し
　
押し花アート展 小笠原史子と仲間たち
4/22～28［休］会期中無し
　
横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 E-⑩
2014年第37回神奈川美術協会公募展
4/1～6［休］会期中無し［内容］絵画・陶芸・工芸等。
有償制の全国公募展
　
第36回日月書道展（公募）
4/8～13［休］会期中無し［内容］漢詩文や和歌・俳
句を題材とした伝統的正統書(大作・小品）から学生
の書初め等まで含む総合展
　
Ikebana 花下侶 かかろ
4/18～20［休］会期中無し［内容］小原流の社中を
軸に、国籍も所属流派も多様な仲間と一緒に楽しむ
花展
　
水彩画展
4/21～27［休］会期中無し［内容］約80名によるグ
ループ展
　
横浜髙島屋ギャラリー ☎311-5111 D-⑯
第30回記念 戸塚刺しゅう展
4/2～7［休］会期中無し
　
第66回 横浜名流華道展 4/9～14［休］会期中無し

ら行

ギャラリー

川瀬巴水《「東京十二題」春のあたご山》
1921年（大正10）／多色木版／36.5×24.3cm

横浜美術館蔵



さくら画廊 ☎846-3987 B-⑨
第12回桜春展
3/20～4/7［休］火曜、水曜［内容］一般募集による
作品展。水彩・パステル・水墨画等約35点
　
第2回笠紹夫個展
4/10～15［休］会期中無し［内容］水彩等約35点

つばさ展
4/17～22［休］会期中無し［内容］講師：久世 愛
水彩・パステル等約35点
　
独孤絵展
4/24～28［休］会期中無し［内容］グループ展。水彩
25点・陶芸作品等
　
三溪園 ☎621-0635 B-⑩
俳句展
3/13～5/28［休］会期中無し［内容］園内・三溪記
念館にて開催。年間を通じ園内の投句箱に寄せられ
た句や観梅会俳句大会での優秀作品を展示。著名俳
人が三溪園で作った句もあわせて紹介
　
せんたあ画廊 ☎662-2937 A-44 c2
佐々亮暎個展
4/2～11［休］会期中無し［内容］昆虫から小動物ま
で。水彩
　
そごう美術館 ☎465-5515 D-⑦
絵本原画展 きかんしゃトーマスとなかまたち 
4/12～5/18［休］会期中無し［内容］イギリスのTV
シリーズ「きかんしゃトーマスとなかまたち」の元
になった絵本原画約340点の他、撮影で使用された
機関車車両（模型）を展示

第59回 竹青社展
4/3～8［休］会期中無し［内容］書（ギャラリー守玄
齋と併催）
　
清蒲会書展
4/10～15［休］会期中無し

ギャラリーかれん ☎543-3577 C-④
月姫展
3/31～4/5［休］会期中無し［内容］古布リメイク・
陶・アクセサリー・バック等
　
タイ農村の人々とつながる会展
4/7～12［休］会期中無し［内容］活動の紹介と自主
製品の販売
　
街、そして横浜
4/14～19［休］会期中無し［内容］堤内康雄の水彩
　
ベドウィンジュエリー
4/21～26［休］会期中無し［内容］ベドウィンジュ
エリー・草木染めストール
　
ギャラリーKAN ☎641-4751 A-㉓ c3
風薫る五月「春の創作展」
4/22～5/4［休］4/28［内容］10人の物作りする人
の集り。水彩・油彩・裂き織・プリザーブドフラワー・
古布の小物・七宝焼
　
ギャラリー伽羅 ☎842-1428 B-⑤
手作りきゃらSHOP
4/1～26［休］日曜・月曜・祝日［内容］着物リフォー
ム服・バック・アクセサリー等
　
ギャラリーこやま ☎545-1105 C-⑤
〈書を楽しむ〉第12回青新書道会習作展
4/1～7［休］会期中無し［内容］村井勝岳ら16名に
よる茶掛・軸・色紙・短冊・パネル等32点
　
押し花・グラスアート13人展
4/11～17［休］会期中無し［内容］山本百合恵ら13
名。額絵を主体に写真立て・スタンド等多数
　
小澤せつ子作品展
4/21～27［休］会期中無し［内容］花や静物・風景等 
油彩23点
　
ぎゃらりー彩光 ☎681-0768 A-㉔ b2
サロン・ド・パランタン展2014年
4/2～8［休］会期中無し［内容］油彩
　
久納隆司個展
4/16～22［休］会期中無し［内容］水彩スケッチ
　
本間亮次個展
4/23～29［休］会期中無し［内容］油彩
　
益田和雄個展
4/30～5/6［休］会期中無し［内容］水彩スケッチ
　
ギャラリー SHIMIZU ☎251-6177 A-㉕ c2
二人展
4/12～21［休］会期中無し［内容］高間真理・大三陽
子平面作品
　
平野知可子個展
4/24～30［休］会期中無し［内容］日本画
　
ギャラリー守玄齋 ☎201-7118 A-㉖ b1
第59回 竹青社展
4/3～8［休］会期中無し［内容］書（ゴールデンギャ
ラリーと併催）
　
ギャラリーダダ ☎461-1533 D-④
油彩グループ展
3/26～4/1［休］会期中無し［内容］池崎景子 他
　
山本文子作品展
3/26～4/1［休］会期中無し［内容］油彩・書
　
湘風会洋画小品展
4/2～8［休］会期中無し［内容］油彩・水彩等。大石
勝子他
　
石田とよ子油彩画展  4/9～15［休］会期中無し
　
小杉春見水彩画展  4/9～15［休］会期中無し

Art Gallery 山手 ☎628-0267 A-③ b4
陶 ４人展  4/3～8［休］会期中無し
　
猫の展覧会
4/26～5/11［休］会期中無し［内容］パステル・水彩・
アクリル画・木彫り・銅版画等
　
art Truth ☎263-8663 A-⑤ b4
小早川晶子個展 4/2～7［休］会期中無し［内容］水彩
　
中村彩果２人展
4/9～14［休］会期中無し［内容］アクリル・油彩等
　
山岡みね個展
4/17～27［休］火曜［内容］水彩。動物画
　
ATELIER K・ART SPACE ☎651-9037 A-⑦ c3
よしざわようこ展
4/5～19［休］4/7、14［内容］動物をモチーフにし
た版画・アクリル画・絵本販売
　
大佛次郎記念館 ☎622-5002 A-⑪ b4
平成26年度テーマ展示I 大佛次郎の愛書シリーズ2
愛しの1920's欧州挿画本
3/19～7/13［休］月曜（祝日の場合は翌日）［内容］
藤田嗣治初の挿画本『ケルク・ポエム』（小牧近江：詩）
他美本の数々、初公開の大佛翻訳原稿を含む約60点

神奈川近代文学館 ☎622-6666 A-⑫ b4
生誕105年 太宰治展-語りかける言葉-
4/5～5/25［休］月曜（5/5は開館）［内容］没後60
年以上となる今も読み継がれている太宰治の生涯
を、近年発見された新資料も交えて紹介
　
神奈川県立金沢文庫 ☎701-9069 B-②
特別展「中世密教と〈玉体安穏〉の祈り」
2/20～4/20［休］月曜［内容］天皇の御身体「玉体」
の安穏を祈る中世密教の儀礼世界を紹介
　
神奈川県立歴史博物館 ☎201-0926 A-⑮ b2
コレクション展「アメリカ人女性が巡った明治の日本」
3/15～4/13［休］月曜［内容］明治中期に来日した
米国人女性旅行家の見た日本の様子を、旅の記念に
保管していた店舗カードや写真等により紹介
　
ガレリアセルテ ☎651-5471 A-⑯ c2
第15回グルッポピーノ水彩画展
4/6～12［休］会期中無し
　
第11回 誘画灯展  4/13～19［休］会期中無し
　
白幡恭子個展  4/21～27［休］会期中無し
　
Gallery ARK ☎681-6520 A-⑳ c3
梅野顕司展  4/3～12［休］日曜［内容］水彩
　
寺久保文宣展  4/17～26［休］日曜［内容］油彩等
　
佐藤 一展  4/28～5/3［休］会期中無し［内容］油彩
　
gallery and cafe fu ☎070-6429-8597
ふーちゃんとStuDioえ・ほ・んの仲間たち
「こんにちは、私のなかの絵本」展
4/1～20［休］月曜［内容］オリジナル絵本の展示、
絵本の楽しみ方、絵本づくり
　
本多誠司展「African Air -気配-」
4/29～5/11［休］月曜［内容］アフリカで制作した
木彫作品

あ行

か行

鶴見画廊 ☎584-7208 C-⑨
利渉重雄 版画展
4/3～12［休］4/8［内容］銅版画
　
日本画「鼎＋α」展
4/17～26［休］会期中無し［内容］グループ展

た行

みつい画廊 ☎261-3321 A-57 c2
富田眞介水彩画展
4/7～13［休］会期中無し

山手234番館 ☎625-9393 A-62 b4
あゆみ展
3/27～4/1［休］会期中無し［内容］写真
　
山手111番館 ☎623-2957 A-63 b4
季節の伝言
3/28～4/2［休］会期中無し［内容］第12回フォト
フレンズY写真展
　
木象嵌を楽しむ会作品展
4/4～7［休］会期中無し［内容］木象嵌作品
　
アートフラワーケイズ2014 Spring Summer
4/11～16［休］会期中無し［内容］アートフラワー
アレンジメント
　
水彩画・切り絵展-井村光男・飯塚邦彦-
4/18～23［休］会期中無し
　
Madam.Kの着物
4/25～30［休］会期中無し［内容］人形着物
　
横浜開港資料館 ☎201-2100 A-65 b3
パネル展「戦後70年プレ展示 アメリカ女性下士官
が撮した占領下の横浜-メアリー・ルジェーリ・コ
レクション」
4/1～5/6［休］月曜（5/5は開館）［内容］1946年
10月米陸軍女性部隊の一員として来日し、1948年
まで横浜でカマボコ兵舎生活をおくった女性下士官
が自ら撮影した写真コレクション
　
企画展「“蚕の化せし金貨なり…”-明治大正の生糸
産地と横浜」
4/19～7/13［休］月 曜（5/5、6/2は 開 館）、5/7、
6/3［内容］日本の近代製糸業の発展を支えた横浜の
役割と、生糸の生産者側の多様な活動を明らかにし、
日本製糸業のイノベーションを資料をもって語る

横浜画廊 元町店 ☎681-0177 A-66 c3
箕原 實 個展
4/11～17［休］会期中無し［内容］洋画の抽象画
　
横浜市磯子区民ホールギャラリー
 ☎750-2393 B-⑰
いそ亀
3/27～4/1［休］会期中無し［内容］写真
　
横浜市岩間市民プラザ ☎337-0011 Ｄ-⑭
第19回かもがわ絵画教室作品展
4/8～13［休］会期中無し［内容］小学生から大人ま
での教室生徒による油彩等
　
第14回保土ケ谷美術展
4/14～20［休］会期中無し［内容］保土ケ谷在住作
家による洋画・日本画・水墨画・版画
　
フォトクラブ写楽第15回写真展
4/22～28［休］会期中無し［内容］「四季の彩り」を
テーマにした作品
　
横浜市神奈川区民文化センターかなっくホール
 ☎440-1211 C-⑬
写友どんぐり 写真展-それぞれの記憶-
4/1～7［休］会期中無し
　
第12回 グループ写窓 写真展
4/1～6［休］会期中無し［内容］グループ写窓（NEC 
OB写真同好会）1年の集大成となる作品展。テーマ
の部では「影」に挑戦
　
第36回 浜美術連盟 絵画展
4/8～14［休］会期中無し［内容］各地域で絵画活動
をしている6グループ会員と一般公募の絵画作品
　
第48回 精霊文社書展
4/16～20［休］会期中無し［内容］中国の古典に立脚
した隷書・行草書・調和体などを中心とする書作品
　
第20回 彩菱会作品展
4/22～27［休］会期中無し［内容］地元企業（三菱倉
庫）のOBと現役の絵画・工芸品・写真等
　
第25回 創墨展-墨画と水彩画-
4/22～28［休］会期中無し［内容］「フォーラム南太
田」で水墨画・版画・水彩を学んでいる仲間の作品展
　
異国旅情 二人展 
4/29～5/5［休］会期中無し［内容］写真展 
[ギャラリーA]-祈りの大地へ-
未知なる部分を秘めたチベットの人々の営みや雄大
な景色を写す
[ギャラリーB]-人々の素顔に触れて(スリランカ編)-
インドの滴と言われるスリランカ。仏教文化の人々
の素顔を発表
　
横浜市栄区民文化センターリリス
 ☎896-2000 B-⑲
富士栄港会 絵画展
4/1～7［休］会期中無し［内容］風景を主体とした絵
画展
　
第4回New Auge 写真展
4/1～7［休］会期中無し［内容］半切から全紙50点。
作家5名
　
ヨコハマセブンフォト 60周年記念写真展
4/8～13［休］会期中無し［内容］会員作家によるグ
ループ展
　
描いて遊んで続けた絵手紙 らくがきの会展
4/16～21［休］会期中無し［内容］交流した絵手紙
と今まで学んだ数々
　
模型倶楽部コックピット春の展示会2014
4/19～20［休］会期中無し［内容］プラモデルの塗
装完成品の展示
　
第15回 栄彩会展
4/22～27［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・パス
テル

ま行

や行

さ行

上條博子油彩画展  4/16～22［休］会期中無し 
　
山本美穂子水彩画展   4/16～22［休］会期中無し
　
吉田掬江創作人形教室展   4/23～29［休］会期中無し
　
鹿屋谷博子作品展
4/23～29［休］会期中無し［内容］油彩・水彩
　
水沢春和絵画展 
4/30～5/6［休］会期中無し［内容］水彩
　
田中喜芳作品展 
4/30～5/6［休］会期中無し［内容］水彩・色鉛筆
　
ギャラリーパストレイズ ☎661-1060 Ａ-㉙ b3
本橋成一「上野駅の幕間」
4/5～5/17［休］5/1～8、日曜、月曜［内容］写真
　
ギャラリーぴお ☎681-5122 A-㉚ b1
彩の会 風景画展
3/27～4/1［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・日本
画・パステル等。10号から30号までの未発表の新作
　
ギャラリーミロ ☎251-5229 A-32 c2
虹の会展
3/31～4/6［休］会期中無し［内容］水彩・スケッチ画
　
広田隆子個展
4/7～13［休］会期中無し［内容］水彩
　
古川 幸 個展
4/14～20［休］会期中無し［内容］油彩
　
濱中和夫個展
4/21～27［休］会期中無し［内容］油彩
　
ギャラリー元町 ☎663-7565 A-33 c4
大沢陽介展 
4/1～6［休］会期中無し［内容］絵画 
　
石井洋平展 
4/8～13［休］会期中無し［内容］ガラス 
　
器と珠展 
4/15～20 ［休］会期中無し［内容］ガラス
　
斧原由季展
4/22～27［休］会期中無し［内容］絵画 
　
阿部一順展 
4/29～5/11［休］5/5［内容］陶芸
　
ぎゃるりじん＆Chiyo’s ☎681-5900 A-37 c3
KAZE DOLL　
4/1～6［休］会期中無し
　
堤 彰 個展 
4/8～13［休］会期中無し［内容］油彩
　
Wicth 9展 
4/15～20［休］会期中無し［内容］油彩等
　
器の行方 木谷畑 
4/22～27［休］会期中無し［内容］陶芸
　
日本画 三人展 
4/29～5/4［休］会期中無し
　
ギャルリーパリ ☎664-3917 A-35 b3
鈴木たかこ展
4/1～6［休］会期中無し［内容］日本画
　
ムラ カズユキ展
4/14～23［休］日曜［内容］油彩
　
ティンガ・ティンガ原画展
4/26～5/6［休］会期中無し［内容］アフリカンアー
ト・雑貨
　
ゴールデンギャラリー ☎201-7118 A-40 b1
なぎさ書道会
3/27～4/1［休］会期中無し

※各ギャラリーの右端の表記は、別紙「ヨコハマ•ギャラリー•マップ2013.7～2014.6版」と連動しています。

万国橋ギャラリー ☎201-8103 A-54 b2
髙橋昌彰 建物展
4/15～21［休］会期中無し［内容］水彩。赤レンガ建
築の建物を描く
　
絹の会展
4/22～28［休］会期中無し［内容］油彩・水彩。風景・
静物
　
f.e.i art gallery ☎325-0081 D-⑨
金昌永展
4/14～5/2［休］4/19、20、26、27、29［内容］砂を
用いた作品（FEI ART MUSEUM YOKOHAMA と
同時開催）
　
FEI ART MUSEUM YOKOHAMA
 ☎411-5031 D-⑩
書・造形「煙」 中島法晃展
3/18～4/6［休］月曜［内容］書・立体・インスタレー
ション等「死生観」をテーマにした作品。
　
金昌永展
4/15～5/2［休］月曜［内容］砂を用いた作品（f.e.i 
art galleryと同時開催）

は行

爾麗美術 ☎222-4018 A-49 b3
伊藤久三郎展(1906～1977)
3/29～4/13［休］4/2、9［内容］油彩。幻想・叙情的
抽象画の先駆者
　
黒騎士展 2014・春
4/19～5/6［休］4/23、30［内容］安斉アヤ子・野田
洋介・杉村倉太・星野鐵之・鈴木正道・山本治美・永
田晶彦・能登茂行

な行

レジナルド・ダルビー「トーマスと貨車」1946年
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