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岩田栄之助《貝（エスキース）》
1963年／油彩、キャンバス／ 72.9×53.3cm

●ホームページで作品解説をご覧いただけます

横浜には140を超える画廊、展示施設があるのをご存知ですか?
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。
「アートヨコハマ」（市民ギャラリーの情報誌、年3回発行）「ヨコハマ・ギャラ
リー・マップ2015.7 ～2016.6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2015年5月15日現在のものです。）　
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ギャラリー

フォトかながわ写真展（全日本写真連盟フォトかな
がわ支部）
7/7～13［休］会期中無し［内容］ネイチャー、風景、
スナップの単写真・組写真
　
横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-㉔
Fellow Art Gallery vol.17 アトリエjet’s　岡田
隆之展
5/3～7/24［休］6/22［内容］障がいのあるアーティ
ストたちの表現を常設展示するミニギャラリー。 数字
や音符などの記号が整然と描かれたカラフルな絵画
　
妙香会 かな書展
6/30～7/5［休］会期中無し［内容］かな書道、調和
体作品、小学生の半紙等。約40点
　
いけばな小原流 みんなの花展
7/4・5［内容］約50点
　
第8回絵画技法材料研究会 作品展
7/6～12［休］会期中無し［内容］市販の油性地キャ
ンヴァスや手製の白亜地パネルにインプリマトゥー
ラ＝有色地塗りをして描いた作品等。約80点
　
テキスタイル展
7/7～12［休］会期中無し［内容］つづれ織り等。約
70点
　
横浜北部美術公募展 2015
7/14～26［休］会期中無し［内容］絵画。入賞・入選
作品約150点
　
あざみ野こどもぎゃらりぃ 2015
7/31～8/9［休］会期中無し［内容］様々なかたちで
アーティストや表現に出会う子どものための展覧
会。出品作家に安部泰輔、小川実加子、小日山拓也、
野村誠、宮田篤＋笹萌恵をむかえ、ワークショップ
や参加型展示など。小学生の写真展示も

横浜美術館 ☎221-0300 A-89 b2
蔡國強展 帰去来
7/11～10/18［休］木曜日［内容］現代美術界で最
も活躍しているアーティストのひとり。日本国内で
は7年ぶりとなる大規模個展
　
吉田町画廊 ☎252-7240 A-93 c3
永井元治 個展
6/29～7/5［休］会期中無し［内容］洋画

横浜市磯子区民ホールギャラリー
 ☎750-2393 C-⑱
磯子写友会
6/26～7/1［休］会期中無し［内容］写真
　
パッチワーク・キルトで憲法九条をつくる会
7/3～8［休］会期中無し
　
木曜油彩会
7/10～15［休］会期中無し
　
BOX R
7/17～22［休］会期中無し［内容］インテリア茶箱
　
浜彫面友会 7/24～29［休］会期中無し［内容］彫刻
　
スリー S
7/31～8/5［休］会期中無し［内容］写真
　
横浜市神奈川区民文化センター かなっくホール
 ☎440-1211 B-㉑
第17回潤風会展(最終回) -水彩画を中心として-
6/30～7/6［休］会期中無し［内容］故冨田潤先生を
偲ぶ元生徒たちによるグループ展
　
第26回創墨展 -墨画と水彩画-
6/30～7/6［休］会期中無し
　
第10回合同展えるむ -水彩・油彩・アクリル・その他-
7/7～13［休］会期中無し［内容］渡辺享子先生の指
導のもと活動する7グループの合同展
　
フォト「カタビラ」第2回写真展
7/14～20［休］会期中無し［内容］大判写真
　
あとり絵Sakai グラスリッツェン作品展 -世界にひ
とつの乾杯! -
7/16～20［休］会期中無し［内容］ガラス製品に絵
柄を掘り込んだ作品
　
楽描会 水彩画展
7/22～26［休］会期中無し［内容］風景、花、野菜等
　
精修小品展
7/28～8/2［休］会期中無し［内容］高齢者による書
道小品作品
　
横浜市港南区民文化センター ひまわりの郷
 ☎848-0800 C-⑳
第13回竹の会水彩スケッチ展
6/25～7/1［休］会期中無し［内容］季節の花、器物、
人形、日本風景、ヨーロッパ風景等
　
横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール
 ☎511-5711 B-㉒
ハーモニー展
7/1～7［休］会期中無し［内容］油彩・アクリル・水彩。
静物、仏像、新緑の公園等
　
ハーモニー展・第二弾
7/22～28［休］会期中無し［内容］ヨコハマ、総持寺
参道、登校どき等
　
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ 
 ☎866-2501 C-㉒
ミステリーサークルのパネル、UFO映像、その他
7/4・5［休］会期中なし

リーブギャラリー ☎253-7805 A-95 b3
松本祐展
6/29～7/5［休］会期中無し［内容］皮創作・水彩

横浜市民ギャラリーの収蔵作品を毎月紹介します

220-0031 横浜市西区宮崎町26番地1
TEL: 045-315-2828／ FAX: 045-315-3033／URL: http://ycag.yafjp.org/

6/30～7/6
第39回 神奈川独立美術展 ［1F/2F/3F］
［主催］神奈川独立美術の会［内容］神奈川県在住(一
部他府県)の独立展出品者約50名による、油彩を中
心とした100号～130号の平面作品(一部半立体)
約100点
東京工業大学 写真研究部「七月展」［B1］
［主催］東京工業大学 写真研究部
7/7～7/13
第30回記念 21世紀国際書展［B1/1F/2F/3F］
［主催］産経新聞社 横浜総局［内容］神奈川県に在住
または同県を活動拠点とする書家の会派・流派を超
えた書道の公募展。約500点

7/21～7/27
神奈川報道写真連盟第38回公募展［3F］
［主催］神奈川報道写真連盟［内容］額装写真約200枚
JPA第24回 ブルーベイヨコハマ展［2F］
［主催］一般社団法人 日本写真作家協会［内容］写真
鎌倉・横浜スケッチ展［1F］
［主催］鎌倉・横浜スケッチ展［内容］鎌倉・横浜のス
ケッチ。水彩・鉛筆・パステル・墨。額装
7/31～8/9
横浜市こどもの美術展2015［B1/1F/2F/3F］
［主催］横浜市民ギャラリー（公益財団法人横浜市芸
術文化振興財団）［内容］市内在住・在学の12歳以
下のこどもの作品を無審査で展示

横浜市民ギャラリー展覧会情報  A-b2 ※会期・時間等は事前にご確認ください

安部泰輔《ふたご森》2010年
photo:久保貴史
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JICA横浜 海外移住資料館 ☎663-3257 A-51 a3
日ブラジル外交関係樹立120周年記念特別展示
移民画家 半田知雄の世界
二宮家ブラジル移住60周年記念コレクション
6/6～7/5［休］月曜［内容］半田知雄(1906年青森
県生まれ)は、11 歳で父母と共にブラジルへ移住
し、働きながら絵の修行をしサンパウロ美術学校を
卒業した。移民の生活を題材にした作品を多く残し、
その作品は絵画作品としてのみならず移民研究の史
料としても高い評価を受けている。本展では、半田
の油彩作品19点と同時代の日系人画家たちの作品
28点を展示

シルクセンターギャラリースペース 
 ☎641-0840 A-52 b4
絵画展
7/15～22［休］会期中無し［内容］佐久間善行絵画
展及び絵画教室生徒作品展
　
象の鼻テラス ☎661-0602 A-55 b4
ポート・ジャーニー・プロジェクト サンディエゴ⇄
横浜 井上唯帰国展
7/3～26［休］会期中無し［内容］世界のクリエイ
ティブな港町をつなぐプロジェクトでサンディエゴ
に派遣されたアーティストの帰国展
　
そごう美術館 ☎465-5515 A-56
没後10年 ロバート・ハインデル展 -光と闇の中の
踊り子たち-
7/5～26［休］会期中無し［内容］ロバート・ハイン
デル（1938-2005）は、アメリカ・オハイオ州出身
の画家。本展では、欧米のバレエカンパニーに取材
したパフォーマンスアートを題材とした作品のほ
か、初期のイラストレーションの仕事から1990年
代以降挑み続けた抽象表現作品まで、ハインデル画
業の全貌を紹介する。油彩中心の100余点
　
そごう横浜店美術画廊 ☎465-5506 A-57
比翼の会
6/30～7/6［休］会期中無し［内容］日本画

f.e.i art gallery ☎325-0081 A-66
松村 淳 ガラス展 -風景採集-
6/29～7/10［休］土曜、日曜［内容］記憶の中にあ
る風景の断片
　
涼を愛でる vol.2 -香し（カグワシ）の夏-
7/21～8/7［休］土曜、日曜［内容］”お香・煙”をテー
マとし、東京香堂×竹村良訓×松村淳×中島法晃
が作品を展示
　
FEI ART MUSEUM YOKOHAMA 
 ☎411-5031 A-67
清水健太郎 バベルの末裔たち展
6/18～7/4［休］月曜［内容］油彩。約25点
　
88展
7/7～19［休］月曜［内容］棚田康司・矢部俊一・小
山一馬・東儀悟史の合同彫刻展

夏のうちわ展
7/25～8/8［休］月曜［内容］「夏を彩り涼をとる」を
テーマに、ジャンル・年代の異なるアーティスト作
品を一堂に会す

Art Araq Asia Gallery（AAA Gallery）
 ☎664-3907 A-① b5
サブカルJAPAN
6/27～7/3［休］6/29［内容］漫画・アニメ・アイド
ルといったサブカルチャーがテーマ
　
水野真以 個展
6/27～7/3［休］6/29［内容］絵画
　
KOISHI 個展
7/4～10［休］7/7［内容］動物のイラスト
　
mofuwa 個展
7/4～10［休］7/7［内容］猫等のイラスト。土日は
似顔絵を描くイベントも開催
　
藤原日菜子 個展
7/11～17［休］7/14［内容］風景画・人物画・エッ
グアート
　
江口 舞 きょうだい展 vol.2
7/18～24［休］7/21［内容］姉妹のイラスト2人展
　
catsmoke 個展
7/18～24［休］7/21［内容］クリーチャーを中心と
した遊び心のあるイラスト
　
美少女コレクション「今度は女子高生だ！」
7/25～31［休］7/28［内容］女子高校生がテーマ
　
ハラダリヤコ 個展
7/25～31［休］7/28［内容］ペン画
　
三浦あとり 個展
7/25～31［休］7/28［内容］繊細なガールズイラスト
　
Art Gallery 山手 ☎628-0267 A-④ b5
石原路子 個展 -テディベアのおもてなし-
7/2～7［休］会期中無し［内容］テディベア作品
　
第8回横浜山手の坂道と風景展 PART1
7/11～20［休］会期中無し［内容］平面・立体

第8回横浜山手の坂道と風景展 PART2
7/25～8/3［休］会期中無し［内容］平面・立体
　
art Truth ☎263-8663 A-⑥ b5
大橋絵里奈 個展
7/1～6［休］会期中無し［内容］アクリル。人物画
　
鈴木ひろみ 個展
7/8～13［休］会期中無し［内容］凹版凸版併用木版画
　
矢合直彦 個展
7/15～20［休］会期中無し［内容］陶芸
　
KURO 個展
7/23～27［休］会期中無し［内容］アクリル・墨。抽象 
　
小早川晶子 個展
7/29～8/3［休］会期中無し［内容］絵画。水彩・墨
　
Art Baboo146 ☎228-8146 A-⑦ b4
「表現しているかい？」
7/11～17［休］7/14［内容］オールジャンル
　
川村真里 個展
7/25～31［休］7/28［内容］柔らかい光の写真
　
ATELIER K・ART SPACE ☎651-9037 A-⑩ c4
勝又豊子展
7/4～20［休］月曜［内容］樹脂、金属を使用したイ
ンスタレーション

1010美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑫ b4
岡本順子 個展
7/11～21［休］水曜［内容］ミックスメディア・平面
　
エリスマン邸 ☎211-1101 A-⑮ b5
YUKI BOARD WORKS 教室展
7/16～20［休］会期中無し［内容］チョークアート
　
大佛次郎記念館 ☎622-5002 A-⑯ b5
平成27年度テーマ展示Ⅰ 磯貝宏國コレクション
vol.1 鞍馬天狗ワンダーランド-映画のたのしみ
3/19～7/12［休］月曜（祝日の場合は翌平日）［内容］
映画ポスターからメンコまで、選りすぐりの映画関
連資料を初公開

ギャラリーダダ ☎461-1533 A-33
佐藤美紀子 個展
7/1～7［休］会期中無し［内容］様々な画材を用いた作品
　
ホール史津子 個展
7/1～7［休］会期中無し［内容］油彩・パステル。風
景や静物
　
アートクリスタル展
7/8～14［休］会期中無し［内容］教室展
　
赤坂孝史 水彩画教室展
7/15～21［休］会期中無し
　
花を描く展
7/22～28［休］会期中無し［内容］透明水彩の公募
展。約40点
　
松永洋子 洋画展
7/29～8/4［休］会期中無し［内容］油彩・水彩。花
や風景等
　
長浦将也 色鉛筆画展
7/29～8/4［休］会期中無し
　
ギャラリーミロ ☎251-5229 A-39 c3
恵昇会 日本画展
6/29～7/5［休］会期中無し［内容］小島昇先生に学
ぶグループ展
　
現代かながわ美術小品展
7/6～12［休］会期中無し［内容］現代かながわ美術
協会会員有志による工芸・彫刻・絵画
　
moderato展 Part1
7/13～19［休］会期中無し［内容］上田耕造教室に
よるスケッチ・水彩
　
moderato展 Part2
7/20～26［休］会期中無し［内容］上田耕造教室に
よるクロッキー・油彩
　
moderato展 Part3
7/27～8/3［休］会期中無し［内容］上田耕造教室に
よる水彩
　
ギャラリー元町 ☎663-7565 A-40 c5
栗原瑠璃華展
6/30～7/5［休］会期中無し［内容］ガラス
　
小泉紗綾展
7/7～12［休］会期中無し［内容］木彫
　
森山友理子・坂井香代子 二人展
7/14～19［休］会期中無し
　
木内志のぶ展
7/21～26［休］会期中無し［内容］ガラス
　
真嶋愛子展
7/28～8/2［休］会期中無し［内容］陶芸
　
ギャラリー Lei OHANA ☎941-6169 B-⑪
MORI MAKIKO アート展
7/15～20［休］会期中無し［内容］ 絵画
　
ギャルリーパリ ☎664-3917 A-42 b4
朝倉摂 Setsu Asakura, the 1950s
7/8～25［休］日曜［内容］朝倉摂没後初の展覧会。
舞台美術に転向する前の1940年代～50年代の日
本画を展示

松山修平 個展
7/27～8/1［休］会期中無し［内容］絵画
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神奈川近代文学館 ☎622-6666 A-⑰ b5
企画展「生誕130年没後50年 『銀の匙』の作家 中
勘助展」
5/30～7/20［休］月曜（祝日の場合は開館）［内容］
文壇と交わらず孤高の道を歩み、執筆を続けた作家・
詩人の中勘助（1885～1956）の文学と、知友の人
びととの交流の様子を数々の貴重資料によって紹介
　
常設展「文学の森へ 神奈川と作家たち 第1部 夏目
漱石から萩原朔太郎まで」
5/30～7/20［休］月曜（祝日の場合は開館）［内容］
日本がさまざまな矛盾を抱えながらも、欧米をモデ
ルに急速に近代化していった明治維新から関東大震
災まで―この時代を代表する夏目漱石から萩原朔太
郎まで、14人の作家をとりあげる
　
ガレリア セルテ ☎651-5471 A-㉒ b3
なかま展 2015
6/29～7/5［休］会期中無し［内容］水彩・パステル
　
県展 女流選抜展
7/6～12［休］会期中無し
　
関内アートスクール金曜風景画山羽教室 踏青会展
7/20～26［休］会期中無し
　
画廊 楽 ☎681-7255 A-㉕ c4
上原さつき 個展
6/29～7/5［休］会期中無し［内容］油彩
　
舟橋淳司 個展
7/6～12［休］会期中無し［内容］水彩
　
詩画展
7/13～19［休］会期中無し［内容］詩と絵画のコラ
ボレーション
　
Gallery ARK ☎681-6520 A-㉖ c4
Gallery ARK 20周年記念「猫のいる風景」展
6/25～7/4［休］日曜［内容］12名の作家による油
彩・水彩・パステル・鉛筆画等
　
矢吹多歌子展
7/9～18［休］会期中無し［内容］油彩・ミクストメ
ディア等。約20点
　
幻想夜会展
7/23～8/1［休］日曜［内容］8名の作家による油彩
等。16点
　
ギャラリー伽羅 ☎842-1428 C-⑥
手作りきゃらSHOP
6/30～7/18［休］日曜、月曜［内容］着物リフォー
ム服・バッグ・パッチワーク小物・袋物・はぎれ等
　
ギャラリーこやま ☎545-1105 B-⑥
森 智枝 油絵作品展
7/1～7［休］会期中無し［内容］花や風景。22点
　
郷田数夫 個展
7/13～19［休］会期中無し［内容］油彩。風景や花。
25点
　
絵＆陶 〈常設展〉
7/22～27［休］会期中無し［内容］都守太朗、吉永孝
夫らによるアクリル・水彩等18点と陶芸

か行

は行

みつい画廊 ☎261-3721 A-72 c3
彩21 第15回展
7/6～12［休］会期中無し［内容］水彩約45点
　
第38回DAN展
7/20～26［休］会期中無し［内容］絵画・版画・ガラ
ス工芸等約50点
　
第33回二土会展
7/27～8/2［休］会期中無し［内容］油彩・パステル
等45点

ま行

山手234番館 ☎625-9393 A-75 b5
フォトクラブGENKI写真展
7/2～7［休］会期中無し
　
MUK写真展+1（三人寄ればなんじゃもんじゃ）
7/9～14［休］会期中無し［内容］3人の写真愛好家
による合同展
　
牧野瑠璃子と仲間たち パステル画展
7/16～21［休］会期中無し
　
絵本フェスティバル
7/24～26［休］会期中無し
　
萬立彬夫 水彩画展
7/30～8/4［休］会期中無し
　
山手111番館 ☎623-2957 A-76 b5
陶恒房 作品展
6/26～7/1［休］会期中無し［内容］陶芸・パッチワーク
　
アート・ジュエリー
7/3～7［休］会期中無し
　
花の帽子とヘッドドレス ～妖精達のフラワーガー
デン
7/10～15［休］会期中無し
　
あかいろいろ
7/17～22［休］会期中無し［内容］写真
　
遠藤あんり原画展
7/24～28［休］会期中無し［内容］絵本、カレンダー
等の原画
　
横浜開港資料館 ☎201-2100 A-78 b4
横濱外国人居留地1895 迷いこんだのは、120年前
の地図の中 異国の面影
4/22～7/12［休］月曜［内容］幕末から明治後期ま
で存在した外国人居留地。一枚の地図を読みときな
がら、120年前の横浜へタイム・トラベル
　
横浜市旭区民文化センター サンハート
 ☎364-3810 C-⑮
嵯峨野美和子 キルトランド作品展
7/7～13［休］会期中無し［内容］パッチワークキルト
　
第20回Y・Y展
7/21～27［休］会期中無し［内容］油彩・水彩
　
横浜市泉区民文化センター テアトルフォンテ
 ☎805-4000 C-⑯
第8回泉区美術展
7/1～6［休］会期中無し［内容］泉区の絵画愛好者に
よる公募展
　
野鳥写真展
7/22～30［休］会期中無し［内容］写遊会の会員展
　
横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場
 ☎771-1212 C-⑰
グループ彩友展
7/8～13［休］会期中無し［内容］水彩約40点。静物・
風景等
　
第11回定期写真展
7/22～28［休］会期中無し［内容］磯子写友会の会
員展
　
墨州院第7回横浜展「繋 Tsunagu」
7/30～8/2［休］会期中無し［内容］書

や行

さ行

鶴見画廊 ☎584-7208 B-⑯
真昼にも輝く星たち展
6/30～7/5［休］会期中無し［内容］洋画・日本画
　
第70回ハマ展 鶴見画廊賞受賞記念 二人展
7/8～13［休］会期中無し［内容］鈴木遊（洋画）・藤
井クニエ（日本画）
　
越畑喜代美 日本画展
7/16～24［休］7/21［内容］身近な草花がモチーフ

谷路和博 ガラス工芸展
6/30～7/6［休］会期中無し　
　
燦の会
7/7～13［休］会期中無し［内容］漆芸
　
ロバート・ハインデル展
7/14～20［休］会期中無し［内容］油彩・版画
　
襲名記念　十五代酒井田柿右衛門展
7/21～27［休］会期中無し［内容］陶芸
　
櫻井幸雄 作品展
7/28～8/3［休］会期中無し［内容］油彩
　
小川馨生 油絵展
7/28～8/3［休］会期中無し

た行

日本郵船歴史博物館 ☎211-1923 A-59 b3
日本郵船130周年特別展
「きらり技術力、あすへの挑戦」
7/4～10/18［休］月曜（祝日の場合は翌平日）［内容］
日本郵船の過去と未来を①歴史②船③海④技術―の
四つのテーマに分け、パネル、模型、動画を通して分
かり易く説明。また、会場中央に設置したパネル“レ
インボーディスプレイ”では、日本郵船が最初に開
設した国際定期航路をはじめとする主要航路を世界
地図と航路図で紹介。実物の造船用鋼材も展示
　
爾麗美術 ☎222-4018 A-61 b4
小島素子展
6/27～7/5［休］7/1
　
村上肥出夫ドローイング展
7/11～31［休］7/15、22、29［内容］素描・パステル

ぎゃるりじん＆Chiyo’s ☎681-5900 A-44 c4
ダバート
6/30～7/5［休］会期中無し［内容］アクリル等
　
トライポット
7/7～12［休］会期中無し［内容］アクリル等
　
宇田 二人展
7/14～19［休］会期中無し［内容］写真
　
クロス・パティオ 緑のギャラリー ☎223-2621 A-46 a2
生きもののつながりキャンペーンパネル展示
6/25～7/1［休］会期中無し［内容］様々な環境の取
り組みについて紹介
　
黄金町高架下スタジオSite-Aギャラリー 
 ☎261-5467 A-49 c3
佐々瞬 個展 とある発掘とリポート、その準備
7/3～26［休］月曜［内容］フィクションと現実を織
り交ぜた物語を多岐にわたる表現方法で制作

な行

※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2015.7～2016.6版」と連動しています。

《自画像》1947年

※参考写真

《海外興業株式会社̶レジストロ》1988年

棚田康司《家の少女》2010年

妃香利《お気に入りの場所》油彩 、 キャンバス


