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ホームページでも情報公開 !
http://ycag.yafjp.org/

宮本昌雄《工場 74》
1974年／紙本着彩／ 183.0×183.4cm
●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4月25日現在のものです。）
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ギャラリー

・Art Araq Asia Gallery

ギャラリーの新規登録 1件

当館HPの「展覧会 /施設検索」も
どうぞご覧ください。

http://ycag.yafjp.org/

NEW
!

（…今月号展覧会情報有）

リーブギャラリー ☎253-7805 A-80 c2
てんてん第19回水彩画展
5/26～6/1［休］会期中無し

堀越幾也展
6/2～8［休］会期中無し［内容］油彩・水彩

パレットの会展
6/9～15［休］会期中無し［内容］油彩・水彩

青空水彩画展
6/16～22［休］会期中無し

継続するかたち 中村 豊 作陶展
6/18～24［休］会期中無し［内容］挿花 草月流 西山
光沙

第6回 悠游会展
6/18～24［休］会期中無し［内容］彫刻・工芸

木の系譜-進化する奔流-
6/25～7/1［休］会期中無し［内容］彫刻

福本双紅展 うつわの空気
6/25～7/1［休］会期中無し［内容］陶芸

横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A-72 b2
第9回梅野会美術展
5/29～6/2［休］会期中無し［内容］朝日カルチャー
センター油絵梅野クラスのグループ展

横浜バロック関内サロン ☎263-4127 A-73 c2
ガリバー展
6/13～15［休］会期中無し［内容］第3回ガリバー
はがき絵コンクール受賞作品、応募作品・アイルラ
ンドの子供達のはがき絵・ガリバー関連の本、資料
15日13：00～ガリバー博士のお話およびテレマン
作曲｢ガリバー組曲」演奏

内田正泰はり絵展-92歳の今-
6/18～25［休］会期中無し［内容］日本のはり絵作
家の第1人者の個展
コラボコンサート18日12:15～12:50 、22日14:00
～16:00

横浜市鶴見区民文化センターサルビアホール
 ☎511-5711 C-⑭
Salvia Art Gallery 風写真展
6/11～16［休］会期中無し［内容］風をモチーフに
した公募作品展

第十回日中水墨協会展（鶴見会場）
6/19～23［休］会期中無し［内容］気韻生動と個性
を重んじる水墨画約50点

横浜市戸塚区民文化センターさくらプラザ
 ☎866-2501
第34回カルデラ展
5/27～6/2［休］会期中無し［内容］油彩

パッチワークキルト・作品展
5/30～6/1［休］会期中無し

横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 E-⑩
あざみ野コンテンポラリー vol.5
ハンス・ライヒェル×内橋和久
Listen to the Daxophone
（リッスン トゥ ザ ダクソフォン）
5/31～ 6/15［休］会期中無し［内容］無限にひろが
る音とかたち。奇才が生んだ楽器「ダクソフォン」日
本初の展覧会。ドイツの音楽家・デザイナー、ハンス・
ライヒェルと日本の即興音楽の第一人者、内橋和久
がつくりだす新しい音の世界を紹介

第33回 宗央会書藝展
6/3～15［休］会期中無し［内容］軸装・額装。「呼吸
の書」を学ぶ門下生と指導者の作品、約100点

My Treasure -15th Anniversary-
6/18～29［休］6/23［内容］15周年を迎えたエッ
グアート教室の作品展。約300点

神奈川を拠点にする美術団体の合同展
6/30～7/13［休］会期中無し［内容］前期：神奈川
二紀 後期：神奈川独立。約150点 

横浜市吉野町市民プラザ ☎243-9261 D-⑱
第4回竹生印人会篆刻展
6/3～9［休］会期中無し［内容］篆刻作品、篆刻参考
資料の展示

フォトサロン97 第20回記念作品展
6/10～16［休］会期中無し［内容］各自フォトライ
フの原点となった「私のこの一枚」と一年間の自信
作を選び会員10名計60点を展示

横浜髙島屋美術画廊 ☎311-5111 D-⑰
「はじめまして百貨店 野見山暁治 です」
5/28～6/3［休］会期中無し［内容］洋画

-梅原猛 卆寿記念-梅原猛と２５人のアーティスト展
6/4～10［休］会期中無し

色彩のちから 藤田 潤 ガラス新作展
6/11～17［休］会期中無し

吉田伊佐展
6/11～17［休］会期中無し［内容］洋画

©Hans Reichel 



さくら画廊 ☎846-3987 B-⑨
山里絵会展
5/29～6/3［休］会期中無し［内容］山里を描いた水
彩スケッチ等約25点

5人展～十和田の浜田さんを呼んで～          
6/5～10［休］会期中無し［内容］大竹貞雄・浜田玲
子・平山尚子・水沼伴次・河野裕子約25点

パステル桜展
6/12～16［休］会期中無し［内容］講師：小柴恵美 
パステル画約40点

第2回桜葉展
6/19～30［休］6/24、25［内容］一般募集による作
品展。水彩・油彩・パステル・水墨画等

シルク博物館 ☎641-0841 A-43 b3
世界に羽ばたいたスカーフたち
4/26～6/22［休］月曜［内容］会期中イべント：ス
カーフの華（スカーフの結び方実演）5/31、6/7、
14、21　

そごう美術館 ☎465-5515 D-⑦
SIMONDOLL 四谷シモン展
5/31～7/6［休］会期中無し［内容］日本における球
体関節人形の第一人者四谷シモンの生誕70年を記
念して開催。初期から最新作まで厳選した46点を
展示

鶴見画廊 ☎584-7208 C-⑨
池 貴已子 絵画展
6/12～23［休］6/17［内容］韓国、朝鮮の風俗・民
話をもとにしたイラスト画

恵昇会 日本画展
6/30～7/6［休］会期中無し［内容］小島昇教室展

ギャラリー元町 ☎663-7565 A-33 c4
渋谷淳一郎展
5/27～6/1［休］会期中無し［内容］絵画

奥田菜摘展
6/3～8［休］会期中無し［内容］絵画

林 晃久展
6/10～22［休］6/16［内容］絵画

MIKI展
6/24～29［休］会期中無し［内容］絵画

ギャラリー Lei OHANA ☎941-6169 E-⑦
MORI MAKIKO アート展
6/19～29［休］6/24［内容］絵画

ゴールデンギャラリー ☎201-7118 A-40 b1
第19回 千墨会水墨画展
5/29～6/3［休］会期中無し

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

Art Araq Asia Gallery ☎664-3907
イケメン☆ミュージアム
5/31～6/6［休］火曜［内容］イケメン男性のイラス
ト作品を集めた展覧会

FANTASTIC FLOWER ART EXHIBITION in AAA
6/7～13［休］火曜［内容］花を愛するアーティスト
の展覧会

表現が止まらない!
6/14～20［休］火曜［内容］横浜美術短大・大学の
OG・OB展

「陰湿・陽気」展
6/14～20［休］火曜［内容］陰湿と陽気をテーマに
した展覧会

DDD at AAA
6/21～7/4［休］火曜［内容］絵画・人形・仮面・雑貨

Art Gallery 山手 ☎628-0267 A-③ b4
白磁と木のうつわ展
5/29～6/3［休］会期中無し［内容］田代里見・横山
桂子の二人展

手染めキルト絵展
6/5～10［休］会期中無し［内容］小池明美

夏を彩る作品展
6/12～18［休］会期中無し［内容］夏をモチーフに
した絵画・ガラス作品等

伊庭壮太郎個展
6/20～29［休］会期中無し［内容］心象風景を描い
た油彩

Art Baboo146 ☎050-1048-3998
erina イラスト展
5/31～6/6［休］6/3

あまみ藤奈「こころの描く風景」
5/31～6/6［休］6/3［内容］絵画

Norie 早川沙由里
6/7～13［休］6/10［内容］コラージュ作品・イラス
ト（2作家の個展併催）

146 Card Museum vol.2
6/14～20［休］6/17［内容］ポストカード作品展 。
当館主催グループ展

水彩絵画・イラスト展「にじむ」
6/21～27［休］6/24［内容］当館主催グループ展

のもとひろこ 雑貨展
6/28～7/4［休］7/1［内容］雑貨展示販売

旭ギャラリー ☎955-3388 D-②
秀作絵画展
5/16～6/8［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・ド
ローイング

ATELIER K・ART SPACE ☎651-9037 A-⑦ c3
韓国作家６人展
6/20～30［休］月曜［内容］若手作家6人の写真展

エリスマン邸 ☎211-1101 A-⑩ b4
自然の風景を糸と梁で表現したスケッチ刺繍
5/27～6/1［休］会期中無し

虹をみたモグラ
6/19～22［休］会期中無し［内容］絵画

神奈川県立歴史博物館 ☎201-0926 A-⑮ b2
特別展「明治大学クリスチャン・ポラックコレクション 
繭と鋼 -神奈川とフランスの交流史-」
4/26～6/22［休］月曜［内容］神奈川とフランスの
文化交流に焦点をあて、浮世絵・古写真・絵画等を
通じて幕末明治の神奈川の姿を紹介

画廊 楽 ☎681-7255 A-⑲ c3
新制作小品展
5/26～6/1［休］会期中無し

Gallery ARK ☎681-6520 A-⑳ c3
岡田高弘展
6/5～14［休］日曜［内容］油彩等。風景・静物他
 
平林孝央展
6/19～28［休］日曜［内容］境界性をテーマにした
少女の油彩

gallery and cafe fu ☎070-6429-8597
田渕正敏＋へきち展「scrape」
6/24～29［休］月曜［内容］ドライブラシを使った
描写シリーズの新作。6/28（土）、29（日）製本づく
りワークショップあり

ギャラリーKAN ☎641-4751 A-㉓ c3
甦える古布 田中みち子展
6/19～22［休］会期中無し［内容］大島紬を使って
着物から洋服にリメイク

ギャラリー伽羅 ☎842-1428 B-⑤
大矢健 油彩風景画展
6/3～9［休］会期中無し［内容］旅に歩いて心に残っ
た風景約20点

手作りきゃらSHOP
6/10～28［休］日曜、月曜［内容］服・バック・ポーチ・
マスコットすべて手作り品等

ギャラリーこやま ☎545-1105 C-⑤
三枝慶子作品展-油絵・水彩画-
6/1～7［休］会期中無し［内容］花を主体に風景等
25点

椋の会６月展
6/11～17［休］会期中無し［内容］掛川ふじ/水彩、
島崎まり/七宝絵・アクセサリー等 その他陶芸（萩
焼・益子焼）も同時展示

5人の絵画展
6/21～27［休］会期中無し［内容］花や静物、風景等
の油彩・アクリル画28点 内野典子・坂本徹子・田
所幸子・安田津奈子・宮本峯子

ぎゃらりー彩光 ☎681-0768 A-㉔ b2
斉藤龍也のグループ展
5/28～6/3［休］会期中無し［内容］陶芸

第14回横浜風景画展
6/4～10［休］会期中無し［内容］水彩・油彩

会津のかたち展 in 横浜
6/12～15［休］会期中無し［内容］布・厨子・漆

あ行

か行

爾麗美術 ☎222-4018 A-49 b3
小島素子展
5/24～6/1［休］5/28［内容］水彩・コラージュ

鈴木正道 紙に描く展
6/7～15［休］6/11［内容］平面

台湾現代山水画家 台湾の風 許麗華（HSU LI HUA）展
6/21～29［休］6/25［内容］平面

た行

みつい画廊 ☎261-3321 A-57 c2
第19回 練の会展
5/26～6/1［休］会期中無し［内容］油彩等約40点

内山巴里個展
6/9～15［休］会期中無し［内容］油彩約25点

横浜市岩間市民プラザ ☎337-0011 Ｄ-⑭
ときめき水彩画展
6/10～15［休］会期中無し［内容］穏やかな光がさ
し込み、風がそっとそよぐような透明感のある爽や
かさを求めて水彩画を楽しむ活動を満喫。謳歌

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
第26回 写真展あすなろ
-シルバー神奈川写真同好会-
5/27～6/2［休］会期中無し［内容］自由作品を展示

第6回 金美協展-第6回 金沢区美術協会会員展-
6/3～9［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・水墨・
切り絵等

exhibition A -アート仲間9人展-
6/10～15［休］会期中無し［内容］写真・書・イラス
ト・人形・ガラス工芸等

辻が華和紙ちぎり絵アスカ会 作品展
6/17～23［休］会期中無し［内容］生涯学習として、
日頃精進した作品を発表

第16回 潤風会展-水彩画を中心として-
6/24～30［休］会期中無し［内容］水彩画教室20数
名によるバラエティに富んだグループ展

第31回 横浜轟展 -生活の中心を何か一つ！私共は
水彩画を中心に活動しています-
6/24～30［休］会期中無し［内容］静物、人物画、横
浜近郊でスケッチした風景画等約40点

横浜市栄区民文化センターリリス
 ☎896-2000 B-⑲
Mon’Sketch展
5/28～6/2［休］会期中無し［内容］T.画楽と仲間た
ちによるスケッチ約80点

シャッフルプリント写真展
6/3～8［休］会期中無し［内容］たくさんの写真を
A2サイズのプリント１枚に表現

風と音と薫りの中で
6/6～8［休］会期中無し［内容］旅先や日常での写真
を散文やイラストを交えて展示

フォト栄 写真展
6/10～15［休］会期中無し［内容］自由作品とテー
マ（石疊）作品

フォト・彩遊 写真展
6/10～16［休］会期中無し［内容］風景、スナップ他
会員の自由テーマによる作品

植物画花でまり展
6/17～22［休］会期中無し［内容］水彩

花つながり
6/24～30［休］会期中無し［内容］植物画・水彩・は
がき絵等

麗筆書遊会書道展
6/26～29［休］会期中無し［内容］半切・色紙・写経等

横浜市鶴見区民文化センターサルビアホール
 ☎511-5711 C-⑭
フォトサークル虹の会 写真展
5/27～6/2［休］会期中無し［内容］全国各地の風景
や人の表情等

第12回ヌービック・フォト・フレンズ5 写真展
6/3～8［休］会期中無し［内容］時間を撮った写真展
「時間のファンタジー」＆企画展・鶴見線界隈

ま行

山手111番館 ☎623-2957 A-63 b4
染織展「織女」
5/30～6/4［休］会期中無し

癒しの時間
6/20～25［休］会期中無し［内容］アクリル画

横浜開港資料館 ☎201-2100 A-65 b3
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（6/2は開館）、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

横浜市泉区民文化センターテアトルフォンテ
 ☎805-4000 D-⑬
第2回 和墨会すみ絵展
5/29～6/2［休］会期中無し［内容］墨の濃淡・ぼか
し・にじみによって色・風・光等を表現

や行

さ行

第9回 絵の樹会
6/18～24［休］会期中無し［内容］水彩・油彩

スケッチ・ララの会
6/25～29［休］会期中無し［内容］水彩・油彩

ギャラリー守玄齋 ☎201-7118 A-㉖ b1
葛西千麗個展
5/29～6/3［休］会期中無し［内容］書

ギャラリーダダ ☎461-1533 D-④
小林久夫・房子夫婦展
5/28～6/3［休］会期中無し［内容］水彩・日本画

松下洋子展
5/28～6/3［休］会期中無し［内容］猫・犬の水彩

赤坂孝史水彩画展
6/4～10［休］会期中無し

二人展
6/4～10［休］会期中無し［内容］水彩。藤枝成人・瀧
内修一

川野奈津子個展
6/11～17［休］会期中無し［内容］水彩等

細田正男 海昇華展
6/11～17［休］会期中無し［内容］油彩

大坪和廣個展
6/18～24［休］会期中無し［内容］油彩

鈴木寿美子水彩画展
6/18～24［休］会期中無し

江本象岳展
6/25～7/1［休］会期中無し

GALLERY hide&seek ☎439-3951 C-⑥
栗胡麻の仲間展
5/29～6/3［休］会期中無し［内容］織りを中心と
した洋服や小物、アクセサリーやバック等のグルー
プ展

ギャラリーぴお ☎681-5122 A-㉚ b1
第38回 絵の仲間（水彩）光彩会展
6/5～10［休］会期中無し［内容］横浜・湘南・県内
外をスケッチ。6号約120点とボランティアはがき
絵約40点

ギャラリーミロ ☎251-5229 A-32 c2
小山大輔個展
5/26～6/1［休］会期中無し［内容］日本画（ギャラ
リーミロA）

金子恒雄個展
5/26～6/1［休］会期中無し［内容］陶芸（ギャラリー
ミロB）

樹々の会
6/2～8［休］会期中無し［内容］油彩。寺崎瑞恵・高
橋多恵子・野崎静子

サンシチ展
6/9～15［休］会期中無し［内容］油彩・水彩。五島瑞
絵・大橋美和子

墨麗会 水墨画展
6/16～22［休］会期中無し［内容］グループ展

いいじゃん。展
6/23～29［休］会期中無し［内容］油彩・水彩等。広
田稔教室展

※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。

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA
 ☎411-5031 D-⑩
Zen Gardenー眺むる庭 尾形純展
5/13～6/1［休］月曜［内容］日本の美にインスパイ
アされた絵画作品

HEEYOUNG SOHN SOLO EXHIBITION
6/3～7［休］会期中無し［内容］ビジュアルアート展

は行

日本郵船歴史博物館 ☎211-1923 A-48 b2
東洋汽船そのあしどりー創業・発展・合併ー
4/25～7/27［休］月曜（祝日の場合は翌日）［内容］
明治中期に浅野総一郎を社長として創立され、海外
定期航路を開いた東洋汽船はどのような企業であっ
たのか、そのあしどりを資料とともに紹介
【関連イベント】講演会「浅野総一郎の石油事業」
日時：6 /28（土） 14:00～15:00（要予約）講演者：新
田 純子氏（作家）（詳細は要問合）

な行


