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堀江 佑造《楽興》1981年／油彩、キャンバス／ 162.1×130.5cm

●ホームページで作品解説をご覧いただけます

ホームページでも情報公開 !
http://ycag.yafjp.org/

横浜には150あまりの画廊、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11月15日現在のものです。）　
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編集・発行：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）

ギャラリー

横浜市吉野町市民プラザ ☎243-9261 C-㉔
第60回記念 夢育会書道展
1/6～11［休］会期中無し［内容］会員及び公募による
一般部と学生部での展示。屏風・墨象・木彫・本会手
作りのパネルに仕立てた半紙判小作品（～中学生）等
横浜市歴史博物館 ☎912-7777 B-㉕
横浜市指定登録文化財展
12/5～1/11［休］月曜（祝日の場合は開館、翌日休
館）、年末年始［内容］横浜市指定の文化財を紹介
横浜の遺跡展『港北の狩人たち-旧石器時代から縄
文時代への環境変動とそこに生きた人々 -』
12/5～1/11［休］月曜（祝日の場合は開館、翌日休
館）、年末年始［内容］埋蔵文化財センターの調査・
整理の成果を公開
企画展「称名寺貝塚」
1/30～3/21［休］月曜（祝日の場合は開館、翌日休
館）［内容］金沢区の称名寺付近にある縄文時代の貝
塚。本展では、最新の研究成果によって、称名寺貝塚
とそこで暮らした人々の姿を描き出す
横浜髙島屋美術画廊 ☎311-5111 A-83
「陶と光のはざまに」
12/23～1/4［休］会期中無し
横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A-87 b3
第30回道展
1/14～19［休］会期中無し［内容］絵画
第59回横浜書道連盟同人展
1/21～26［休］会期中無し
横浜美術館 ☎221-0300 A-89 b2
横浜発 おもしろい画家：中島清之̶日本画の迷宮
11/3～1/11［休］木曜、12/29～1/2［内容］横浜の
美術界の発展と歩みを共にした中島清之（1899～
1989）の青年期から最晩年に至る画業をたどる

横浜美術館コレクション展 2015年度第3期
11/3～4/3［休］木曜（2/11は開館）、12/29～1/2、
1/12～1/29［内容］「神話とヌード」「抽象と構成 
～工業化と都市のイメージ」「無名都市　～現代の
写真に見る匿名の風景」「コムデギャルソンの家具」
の4つのテーマで構成

横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ 
 ☎866-2501 C-㉒
写真クラブどんぐり 第17回写真展
1/26～2/1［休］会期中無し
会員20名による風景や静物を水彩画で研鑚してい
る水彩画展覧会
1/26～2/1［休］会期中無し［内容］明るく楽しく
水々しくをモットーに画く約60点
横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-㉔
Fellow Art Gallery  vol.19 中道一輝展 
10/5～1/9［休］12/28～1/3［内容］障がいのあるアー
ティストたちの作品を紹介する小ギャラリー展示
ショーケースギャラリー 金理有展「チヨリ チトチチ」
11/21～1/17［休］12/28～1/3［内容］幾何学文様や
一つ目などをモチーフに、人工と自然、聖と俗、過去と
未来が交錯した独自の陶の表現。本展では「チヨリ チ
トチチ」をテーマに作品を展開
第58回『明日への手』美術展 
[前期] 1/9・10 [後期] 1/16・17［内容］「芸術に
よる教育の会」会員の幼児から大人までの平面作品、
立体作品約1,000点
陶芸展 炎̶KAI
1/19～24［休］会期中無し［内容］メンバー 13名に
よるユニーク、斬新な陶芸作品。150点
ショーケースギャラリー 楊珪宋展
1/23～3/20［休］1/25、2/22［内容］楊珪宋は自分
の周りの恐ろしいもの、受け入れがたいものを理解
し、受容する起点としての身体をテーマに、インス
タレーションやパフォーマンスなど様々なかたちで
作品を発表してきた。本展では、楊が近年取り組ん
でいる陶による作品の中から、肉体の一部をモチー
フにした茶器などをエントランスロビーに展示
あざみ野フォト・アニュアル 考えたときには、もう
目の前にはない 石川竜一 展
1/30～2/21［休］会期中無し［内容］第40回木村伊
兵衛写真賞、2015年日本写真協会賞新人賞を続け
て受賞した写真家、石川竜一の個展

あざみ野フォト・アニュアル 平成27年度横浜市所
蔵カメラ・写真コレクション展『自然の鉛筆』を読む
1/30～2/21［休］会期中無し［内容］世界で最初の
写真集、W･H･タルボット著『自然の鉛筆』をテーマ
に、収蔵品の写真･カメラ･文献等を紹介

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/

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

横浜市民ギャラリーの収蔵作品を毎月紹介します

《花に寄る猫》1934（昭和9）年／
紙本着色・額／個人蔵（大佛次郎旧蔵）

太田聴雨《飛天》1952年、山口和宏氏寄贈

《OP.001143 那覇（okinawan portraits 2010～2012より）》

「はしご」（『自然の鉛筆』より）／
ウィリアム・ヘンリー・フォックス・タルボット著、
ロングマン・ブラウン・グリーン＆ロングマン出版

／1844～46年／カロタイプ

1/13～1/19 ※1/18は休館
平成27年度 横浜市立学校総合文
化祭 小学校児童書写展・中学校書
写展［B1F/1F/2F/3F］
［主催］横浜市教育委員会事務局指
導部指導企画課［内容］横浜市立
学校の児童生徒の作品を一同に集
めた合同の作品展

1/21～25
平成27年度 横浜市立学校総合文
化祭 図画工作・美術・書道作品展
［B1F/1F/2F/3F］
［主催］横浜市教育委員会事務局
指導部指導企画課［内容］横浜市
立学校の児童生徒の作品を一同
に集めた合同の作品展

1/26～2/1
横浜開港アンデパンダン展
［主催］横浜開港アンデパンダ
ン展実行委員会［内容］平面・
立体・映像・パフォーマンスを
含む300人、450点



米倉寿音《アングラ女王》パネルに油彩

初午祭（鈴かけ馬踊り）［鹿児島］©霧島市

スリランカ　2013年　ⓒ長倉洋海
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下村観山《猿猴》大正3年（1914）一幅

駒崎浩代《蛸》

三溪園 ☎621-0635 C-⑨
初春の所蔵品展 -山眠る-
12/19～1/26［休］12/29～31［内容］三溪自筆の
書画や三溪が支援した近代作家の絵画等

早春の所蔵品展
1/28～3/9［休］会期中無し［内容］三溪自筆の書画
や三溪園内古建築付属の障壁画等
JICA横浜 海外移住資料館 ☎663-3257 A-51 a3
TAIKEN 体験-日系カナダ人 未来へつなぐ道のり-
10/24～2/7［休］月曜（祝祭日と重なる場合は翌
日）、年末年始［内容］1877年、永野万蔵にはじまる
カナダへの日本人移民の歴史。永住後は第二次世界
大戦時の収容所生活、戦後の強制離散など、厳しい
時代を経験した。百周年を契機として日系コミュニ
ティ再建への関心が高まり、先祖の遺産と日系カナ
ダ人としての誇りを継承していく活動が積極的に行
われている。本展では、日系カナダ人の歩んできた
歴史と、未来に向けたこれからの取り組みを紹介
そごう美術館 ☎465-5515 A-56
スター・ウォーズ展 未来へつづく、創造のビジョン。
11/25～1/5［休］会期中無し［内容］世界中のアー
ティストが映画「スター・ウォーズ」からインスピ
レーションを得て制作した作品と映画制作で用いら
れたコンセプトアートや衣裳、小道具等。約150点

福井県立美術館所蔵 日本画の革新者たち展-特別
出品 菱田春草《落葉》-
1/16～2/16［休］会期中無し［内容］日本各地の美
術館の名品を紹介する新シリーズの第一弾。福井県
立美術館は、福井藩士を父に持ち横浜で生まれ育っ
た岡倉天心ゆかりの初期院展作家作品など、貴重な
コレクションの数々を所蔵している。 本展では同館
所蔵作品から「日本画の革新者たち」をテーマに日
本美術院の作家たちの屏風を中心とした名品約60
点を厳選し紹介する

第12回みなとみらいHOPE水彩スケッチ画展
1/26～2/1［休］会期中無し
ゴールデンギャラリー ☎201-7118 A-48 b3
第51回群象書人展
1/8～13［休］会期中無し
第43回新芸書道展
1/15～20［休］会期中無し

Art Araq Asia Gallery（AAA Gallery）
 ☎664-3907 A-① b5
優;個展 1/9～15［休］1/12［内容］イラスト
原野恭子 個展 1/9～15［休］1/12［内容］イラスト
石井文徳 個展 1/9～15［休］1/12［内容］絵画
不倶戴天 個展 1/16～22［休］1/19［内容］切り絵
みずはら 個展『That may be all I need.』
1/16～22［休］1/19［内容］写真
宇治忠孝 個展
1/23～29［休］1/26［内容］イラスト
moko 個展
1/23～29［休］1/26［内容］イラスト
中二病展†第二夜†
1/30～2/5［休］2/2［内容］様々な解釈の「中二病」
の作品
art gallery, on the wind ☎251-6937 A-③ c3
新春招福展2016
1/16～24［休］1/18～1/22［内容］新春をむかえ
招福の願いをこめた作品の展示販売
Art Gallery 山手 ☎628-0267 A-④ b5
pick up color 土いろ展
1/14～24［休］1/19［内容］横浜美術短期大学(現・
横浜美術大学)絵画コースを卒業した6人の作家の
油彩・アクリル作品

art Truth ☎263-8663 A-⑥ b5
真冬の動物園
1/7～17［休］火曜［内容］動物をモチーフとした絵
画。5名程のグループ展
未来抽象巡回展
1/20～25［休］会期中無し［内容］抽象画。22名の
作家によるグループ展
Art Baboo146 ☎228-8146 A-⑦ b4
芸術解放区 第1期
1/9～22［休］1/12、19［内容］一棟まるごと展覧会
会場として開放。様々な作家による個性あふれる作品
芸術解放区 第2期
1/23～2/5［休］1/26、2/2［内容］一棟まるごと展
覧会会場として開放。様々な作家による競作
ATELIER K・ART SPACE ☎651-9037 A-⑩ c4
松下誠子展
1/16～30［休］月曜［内容］平面・立体・インスタレー
ション。20点
1010美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑫ b4
雨宮一夫 写真展 Twig Twigs
1/16～2/7［休］水曜［内容］リネン・シルクに印画
馬の博物館 ☎662-7581
テーマ展「馬の伝統行事 西日本編」
12/12～1/31［休］月曜（祝日、振替休日を除く）、
年末年始［内容］一昨年から開催している「馬と祭り」
シリーズの第3回目。本展では、西日本地域の馬事
伝統行事に着目し、長年多くの人々に親しまれてき
た行事を取り上げ、写真や関連資料を通じて、人と
馬の関わりの一端を紹介

Gallery ARK ☎681-6520 A-㉖ c4
絵描きさんたちの絵付け展 -うつわとカップ-
1/7～16［休］日曜［内容］白い陶器に画家が絵付け
して焼き付けた作品
新春サムホール展 1/21～30［休］日曜
ギャラリー＆スペース弥平 ☎090-3229-4166 B-①
彩游会展
1/16～22［休］会期中無し［内容］絵画等平面作品
のグループ展。今年で9回目の開催
ギャラリー伽羅 ☎842-1428 C-⑥
手作りきゃらSHOP
1/6～30［休］日曜・月曜［内容］干支の猿・おひな
さま・着物リフォーム服・バッグ・小物・アクセサ
リー・ストラップ等
ギャラリーこやま ☎545-1105 B-⑥
新春〈絵＆書〉色紙作品展
1/11～17［休］会期中無し［内容］花・風景・干支と
書の色紙23点。今木比奈子、都守太朗、村井勝岳、
守屋柊雨他
10人の油絵展
1/21～27［休］会期中無し［内容］花・静物・風景
25点。朝倉一枝、佐野ちぐさ、森智枝、安田津奈子、
山崎和子、吉川美津代他
ギャラリー守玄齋 ☎201-7118 A-32 b3
第51回群象書人展
1/8～13［休］会期中無し
第43回新芸書道展
1/15～20［休］会期中無し
ギャラリーダダ ☎461-1533 A-33
「新春を彩る日本画」展
1/3～12［休］会期中無し［内容］新進作家15人に
よるグループ展
白南風の会展
1/13～19［休］会期中無し［内容］新洋画会メンバー
による小品展。風景・人物
色鉛筆3人展
1/13～19［休］会期中無し［内容］グループ展
「早春のお花畑」展
1/20～1/26［休］会期中無し［内容］花瓶の花、花
のある風景、花色々の水彩
平澤薫 水彩画展
1/27～2/2［休］会期中無し［内容］筆の勢いを生か
し、力強く風景を表現
松金克子 作品展
1/27～2/2［休］会期中無し［内容］国内外の旅の風景
ギャラリーぴお B1 ☎681-5122 A-36 b3
M展2016（武蔵野美術大学出身作家による）
1/28～2/2［休］会期中無し［内容］平面（油彩・日本
画・版画等）・ 立体・インスタレーション等。約80点
ギャラリーミロ ☎251-5229 A-39 c3
二紀会神奈川支部会員による小品１月展
1/11～17［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・彫刻等
春田景子 個展
1/18～24［休］会期中無し［内容］絵手紙・書・油彩
百葉展
1/25～31［休］会期中無し［内容］日本画。画家交流展
ギャラリー元町 ☎663-7565 A-40 c5
飯田友理展12/29～1/10［休］1/4［内容］陶芸
布施猫展1/12～17［休］会期中無し［内容］陶芸
植田佳奈展1/19～24［休］会期中無し［内容］陶芸
伊藤恵理展1/26～31［休］会期中無し［内容］金工
ギャラリー Lei OHANA ☎941-6169 B-⑪
レース編みアクセサリー Lunar heavenly展
1/9～11［休］会期中無し［内容］レース編み・花・
アクセサリー
野鑼展 ＊ 革と本と音楽とＭのために
1/13～17［休］会期中無し［内容］革工芸品・書
ギャルリーパリ ☎664-3917 A-42 b4
第15回新春21世紀展
1/16～30［休］日曜［内容］絵画
ぎゃるりじん＆Chiyo’s ☎681-5900 A-44 c4
元幼会 初笑い展
1/19～24［休］会期中無し
県民共済ギャラリー ☎201-8226 A-47 b3
みなとみらいWING水彩画展
1/12～18［休］会期中無し
みなとみらい21
1/19～25［休］会期中無し［内容］水彩
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神奈川近代文学館 ☎622-6666 A-⑰ b5
スポット展示「世界の翻訳本でみる『星の王子さま』
～近年の収蔵資料から～」
11/28～1/24［休］月曜(祝日の場合は開館)、12/28
～1/4［内容］1943年の刊行以来、世界各国で翻訳
され、子どもから大人まで多くの人々を魅了してき
た『星の王子さま』（“Le Petit Prince”サン=テグジュ
ペリ作）。その世界各国語による翻訳本を紹介する
企画展・収蔵コレクション展15「文人学者・富士川
英郎展」 
1/30～3/21［休］月曜［内容］富士川英郎（ふじかわ・
ひでお 1909～2003）は、ドイツ文学者、比較文学
者で、鎌倉で生涯の大半を過ごした。教職の傍ら研究
にいそしみ、50代以降は江戸漢詩の研究にも情熱を
注いだ。また、豊富な読書体験にもとづく味わい深い
随筆を最晩年まで書き続けた。本展では、ご遺族から
寄贈された自筆資料や知友からの来簡を中心に、93
年の生涯を全うした富士川英郎の姿を紹介する
文学の森へ 神奈川と作家たち 第3部　太宰治、三
島由紀夫から現代まで 
1/30～3/21［休］月曜［内容］敗戦直後の混沌を象
徴する太宰治の死に始まり、戦後の繁栄と平和のな
か自らの虚無に殉じた三島由紀夫、そして戦後とい
う時代をエネルギッシュに駆けぬけた開高健まで、
9人の作家を紹介。最後のコーナー「現代を表現す
る－湘南、ヨコハマ、そして郊外」では、石原慎太郎、
村上龍ら6人の現代作家が、同時代の神奈川を描い
た作品にもスポットを当てる 
神奈川県立地球市民かながわプラザ
 ☎896-2121 C-⑤
武器アート展 モザンビーク_内戦からの出発
11/28～1/11［休］月曜(祝日の場合は開館)、年末
年始［内容］アフリカのモザンビークで内戦終結後
の1995年に開始された「銃を鍬(くわ)へ」という
プロジェクト。そこで回収された武器から作られた
アート作品を展示
長倉洋海 写真展「その先の世界へ」
11/28～1/11［休］月曜(祝日の場合は開館)、年末
年始［内容］世界の辺境、紛争地を取材し続ける写真
家・長倉洋海の捉えた世界各地の人々の姿を紹介

写真展「屋須弘平ーグアテマラ 140年のロマン」
1/23～3/27［休］月曜（祝日を除く）［内容］屋須弘
平（1846～1917）は、仙台藩に生まれ、江戸・横浜
で医学・天文学等を学んだ後、天文学者を目指してメ
キシコに渡ったが、政変でやむなくグアテマラに移
住した。そこで写真術を学び写真館を開設、写真家と
しても活躍した。本展では、カメラのレンズを通して
グアテマラの人々と交流した彼の作品を紹介する

テーマ展「牧と調教」
12/12～1/31［休］月曜（祝日、振替休日を除く）、年末
年始［内容］江戸時代以前、馬を生産する場所は牧と呼
ばれた。その跡地は現在あまり残っていないが、牧の馬
を描いた絵画・「牧馬図」が武家の御殿や屋敷を飾るジャ
ンルとして求められて来た。本展では「牧馬図」をはじ
めとする絵画や版画、近代以前に行われた調教の様子
を知ることができる絵画・古文書・調教用具等を展示
エリスマン邸 ☎211-1101 A-⑮ b5
夕姫ドール 人形展 1/6～ 11［休］会期中無し
鎌倉キコリ 沼上隆司 個展 薔薇とバレリーナ
1/15・16［休］会期中無し［内容］絵画
大佛次郎記念館 ☎622-5002 A-⑯ b5
テーマ展示Ⅲ 野尻抱影生誕130年は冥王星イヤー
☆ 「星の抱影と弟・大佛次郎」 
11/12～3/13［休］月曜(祝休日の場合は翌平日)
［内容］大佛次郎の兄であり冥王星という和名の名
付け親・野尻抱影の愛機「ロング・トム(望遠鏡)」等、
星と文学にまつわる資料約50点を紹介

か行 万国橋ギャラリー ☎201-8103 A-65 b3
パステル画展
1/12～18［休］会期中無し［内容］現代パステル協
会の委員の先生方による小品展
f.e.i art gallery ☎325-0081 A-66
日本の心展
1/18～2/5［休］土曜、日曜、祝日［内容］和をイメー
ジする作品を制作している作家によるグループ展。
井上洋介（平面・漆）・駒崎浩代（染織・色絵陶磁器）・
中村あや子（日本画）・吉田ますみ（漆芸）

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA 
 ☎411-5031 A-67
新春まんぷく！お年賀展vol.3
1/9～24［休］月曜［内容］年賀状サイズで干支の申
をモチーフにした作品が中心。日本画家・版画作家
等約20名
草場一壽 陶彩画 横浜個展
1/29～2/8［休］会期中無し［内容］世界で唯一の技
法「陶彩画」（陶器でできた絵画）によって表現され
た作品60点

は行

みつい画廊 ☎261-3721 A-72 c3
第29回グループ88展
1/10～17［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・立体
等。約50点
平山礼子 個展
1/18～24［休］会期中無し［内容］水彩等。約30点
郷田数夫 個展
1/25～30［休］会期中無し［内容］油彩。約35点
みなとみらいギャラリー ☎682-2010 A-73 a2
「富士山」富士写撮会展 28
1/5～11［休］会期中無し［内容］写真
第2回ART LINK in YOKOHAMA -アートがツナ
グ、キズナのワ-
1/6～10［休］会期中無し［内容］多種の総合芸術展
覧会
西区文化祭「新春展」
1/12～18［休］会期中無し［内容］絵画・書道・生け
花・アレンジフラワー等
伊豆シャボテン公園の仲間たち
1/12～18［休］会期中無し［内容］公園内の動物の
写真
聖ヨゼフ学園 中学・高等学校芸術展
1/20～24［休］会期中無し［内容］中高生の絵画・書
道作品等

ま行

山手234番館 ☎625-9393 A-75 b5
第14回ピンホールアート展
1/8～12［休］会期中無し
EIKO＆KANA 2人展（西見瑛子・皆川果菜）
1/14～19［休］会期中無し
T-GRACE第4回グループ写真展
1/21～26［休］会期中無し
～郷愁のパリからアジア～ 中川沙綾香 洋画展
1/28～2/2［休］会期中無し
山手111番館 ☎623-2957 A-76 b5
自由作品展
1/8～12［休］会期中無し［内容］陶芸
テーブルウェアスタイリングがある暮らし展
1/15～20［休］会期中無し
YOKO MIZOGUCHI ペーパークイリング ～紙へ
の挑戦～
1/31～2/1［休］会期中無し［内容］ペーパークラフト
横浜開港資料館 ☎201-2100 A-78 b4
その音、奇妙なり -横浜・西洋音楽とのであい-
9/30～1/24［休］月曜（1/11は開館）、1/12、年末
年始［内容］ペリー来航を機に横浜にもたらされた
西洋音楽は、今日まで続く日本の洋楽の基礎となっ
た。本展示では、こうした西洋音楽の伝来と普及の
過程を、伝来の地横浜を中心にたどる
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2回泉区会員美術展
1/20～25［休］会期中無し［内容］泉区美術会会員
の作品。小品中心
吊るし雛アート展示会
1/28～2/7［休］会期中無し［内容］「吊るし雛」は、
日本古来の伝統工芸品。 2/5(金)、6(土)には体験教
室(有料)あり
横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場
 ☎771-1212 C-⑰
書と絵手紙その他
1/13～19［休］会期中無し［内容］水彩
佳絵留（かえる）グループ作品展
1/29～2/2［休］会期中無し［内容］絵画
横浜市磯子区民ホールギャラリー
 ☎750-2393 C-⑱
ニッコールクラブ 横浜ズーミング支部
1/6～11［休］会期中無し［内容］写真
フラワーサークルface
1/13～18［休］会期中無し［内容］フラワーアレン
ジメント
はがき絵サークル
1/20～25［休］会期中無し［内容］絵手紙
遊友会
1/27～2/1［休］会期中無し［内容］絵画
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
県立神奈川工業高校デザイン科 卒業制作展
1/9・10［休］会期中無し［内容］デザイン科3年生
による、ビジュアルデザイン・プロダクトデザイン
の作品
第37回横浜陶芸友の会 作品展 ～暮らしの器 オブ
ジェ～
1/12～17［休］会期中無し［内容］日々作陶を楽し
んでいる会員の、年に１度の展示会
第2回「GA・GAの会」絵画展
1/12～17［休］会期中無し［内容］水彩
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ 
 ☎866-2501 C-㉒
四季彩の会 第1回展 水彩風景画・平澤薫教室展
1/13～18［休］会期中無し
戸塚区美術協会スケッチ展
1/13～18［休］会期中無し［内容］春秋2回のスケッ
チ会の作品展
神奈川現展新春展
1/19～25［休］会期中無し［内容］絵画・アクリル・
工芸・写真等。約30点
フォト夢とつか 第2回フォト川柳
1/19～25［休］会期中無し［内容］戸塚区民の写真
約80点と川柳協会の方々の作品とのコラボ

や行

さ行

仲通りギャラリー ☎211-1020 A-58 b3
新春プチパン展
1/11～17［休］会期中無し［内容］横浜開港アンデパ
ンダン展サインスポット展。3号サイズ作品。70名
日本郵船歴史博物館 ☎211-1923 A-59 b3
日本郵船創業130周年記念企画展「近藤廉平-社長
の肖像」 
10/24～1/24［休］月曜(祝日の場合は翌平日)［内
容］日本郵船初代横浜支配人であり、入社以来37年
間という長きにわたり海運業界に大きな役割を果た
した近藤廉平の生涯を紹介
爾麗美術 ☎222-4018 A-61 b4
爾麗の始まりⅠ
1/9～24［休］1/13、20［内容］阿部 守（立体）・きた
むらさとし（平面）・喜多村 紀（平面）・松田とーる（平
面）・シーリア ジェームス（立体）・高橋 晃（写真）

な行

鶴見画廊 ☎584-7208 B-⑯
第8回四季折々 品川成明 個展
1/13～25［休］1/19［内容］日本画
絵画教室 アトリエグリーンアップル作品展「みんな
がお陽さま」
1/26～31［休］会期中無し

た行

※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。




