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安保健二《日本丸メモリアルパーク》
1988年／油彩・キャンバス／ 91.2×117.0cm

●ホームページで作品解説をご覧いただけます

《桟敷席にて》1878年／油彩・カンヴァス
81.3×66.0cm／ボストン美術館蔵 

The Hayden Collection― Charles Henry
Hayden Fund,10.35. 

Photography ©2015 Museum of Fine Arts, Boston

渡辺幽香《幼児図》1893年（明治26）
油彩・カンヴァス／57.8×84.0cm

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2016.7 ～2017.6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2016年5月15日現在のものです。）　
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デザイン：ふじたおさむ

ギャラリー

横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ 
 ☎866-2501 C-㉓
第7回GreenGables パッチワークキルト展
6/30～7/3［休］無し［内容］布好きな仲間たちによ
る個性豊かな作品
第三回フォトのぞみグループ 写真展 
7/5～11［休］無し［内容］テーマ：個性の発想と、レ
ベルアップを期した作品
ペーパークイリング教室プティサロン「Confetti」
お教室展 
7/14～18［休］無し［内容］細く長い紙を使った繊
細なペーパーアートの世界
第5回横浜市立高等学校書道美術教員展
7/26～8/1［休］無し［内容］書・絵画・彫刻・工芸作
品等約40点

横浜市歴史博物館 ☎912-7777 B-㉔
企画展「楽しい浮世絵ヒストリー -丹波コレクショ
ンの世界」
6/18～7/10［休］月曜（祝日の場合は開館、翌日休
館）［内容］横浜で貿易商を営んだ丹波恒夫氏が70
余年をかけて収集した浮世絵コレクション「丹波コ
レクション」（県立歴史博物館所蔵）。6000点余点か
ら厳選した作品により17世紀末の黎明期から明治
時代にいたるまでの浮世絵の歴史を辿る

横浜髙島屋ギャラリー ☎311-5111 A-82
第26回横浜華道協会新進作家展（花笑）
7/20～25［休］無し

横浜髙島屋美術画廊 ☎311-5111 A-83
武腰一憲展
6/29～7/5［休］無し［内容］陶芸
吉田伊佐展
6/29～7/5［休］無し［内容］洋画
久野和洋展
7/6～12［休］無し［内容］洋画
廣瀬義之展
7/6～12［休］無し［内容］陶芸
大森暁生展
7/13～19［休］無し［内容］彫刻
阪井茂治展
7/13～19［休］無し［内容］陶芸
浅見五郎助 茶陶展
7/20～26［休］無し
須藤珠美 ガラス展
7/20～26［休］無し
-生命の讃歌-中野嘉之展
7/27～8/2［休］無し［内容］日本画

横浜都市発展記念館 ☎663-2424 A-84 b4
横浜・山下公園 -海辺に刻まれた街の記憶-
4/16～7/3［休］月曜（祝日の場合は、翌平日)［内容］
関東大震災の復興公園として昭和5（1930）年に開
園した山下公園。その「憩いのウォーターフロント」
としての歴史を振りかえる

横浜美術館 ☎221-0300 A-89 b2
横浜美術館コレクション展2016年度第1期
しなやかさとたくましさ-横浜美術館コレクション
に見る女性の眼差し アメリカ写真の展開：1860年
代-1940年代
4/23～9/11［休］木曜（8/11は開館）［内容］企画
展「メアリー・カサット展」に連動して、女性アーティ
ストの活躍に焦点を当てる

メアリー・カサット展
6/25～9/11［休］木曜（8/11は開館）［内容］印象
派を代表する米国人女性画家、メアリー・カサット
（1844-1926）の日本では35年ぶりの回顧展。本展
では、カサットの油彩画やパステル画、版画の代表
作に加え、エドガー・ドガなど交流のあった画家た
ちの作品、画家が愛した日本の浮世絵版画や屏風絵
なども併せて合計約100点を展観する

横浜市民ギャラリー展覧会情報  A-b2  315-2828　※会期・時間等は事前にご確認ください 

リーブギャラリー ☎253-7805 A-96 b3
第4回梅雨の晴れ間の青空風景展
6/27～7/3［休］無し［内容］油彩・水彩
白井洋子・白井由紀 二人展
7/4～10［休］無し［内容］水彩・ブリザーブドフラ
ワー
花・皮合同展
7/11～17［休］無し［内容］生け花・皮の作品

横浜市民ギャラリーの収蔵作品を毎月紹介します

6/28～ 7/4
第40回記念 神奈川独立美術展 ［3F/2F/1F/B1F］
［主催］神奈川独立美術の会［内容］例年の展示に加
え第40回記念展として独立会員の作品を特別展示
7/5～ 7/11
第11回横浜美術協会会員会友展 ［3F/2F/1F/B1F］
［主催］横浜美術協会グループヨコテン［内容］洋画
（油彩・水彩・版画）、日本画、彫刻立体、写真作品を
約200点
7/13～ 7/17
第31回21世紀国際書展 ［3F/2F/1F/B1F］
［主催］産経新聞社横浜総局
［内容］県内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

7/19～ 7/25
瓢蟲社 2016写真展 ［3F］
［主催］瓢蟲社［内容］写真作家11名による集団個展
JPA 第26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］日本写
真作家協会所属で関東一円の写真家達の自由作品展
7/29～ 8/7
横浜市こどもの美術展2016 ［3F/2F/1F/B1F］
［主催］横浜市民ギャラリー［内容］子どもたちから
の応募作品全てを展示。見て、参加して楽しむ展覧会
（作品受付7/14～16 場所：横浜市民ギャラリー 4F
アトリエ） 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／西田装美株式会社 共同事業体）

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/
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スティーブ・ウインター《消えゆく王者》
National  Geographic Creative

《雨後／セルリアン》73×61cm／ 2016年

豊澤美紗《終わりと、始まり-sprout-》
H100×W150×D160mm／ 2014年

後藤 純男 《新緑浄韻》

そごう美術館 ☎465-5515 A-55
第71回春の院展
7/15～ 24［休］無し［内容］横浜出身の岡倉天心が
中心となって明治31年に創立した日本画の研究団
体である日本美術院は、日本画壇の先導的・中心的
な役割を果たしてきた。「春の院展」は、昭和20年に
「日本美術院小品展覧会」として始まった公募展で、
昭和45年に「春の院展」と改称し、現在に至る。こ
の度初となる横浜展では、同人作家作品33点に加
え神奈川県出身・在住の作家作品など、約200点を
展覧する

そごう横浜店美術画廊 ☎465-5506 A-56
中村英生 日本画展
6/28～7/4［休］無し
藤本明洋 木彫展
6/28～7/4［休］無し
籔内佐斗司展
7/5～11［休］無し［内容］彫刻
長門和恵 油絵展
7/5～11［休］無し
院展の系譜展
7/12～18［休］無し［内容］日本画
院展同人小品展
7/12～18［休］無し［内容］日本画
波多野善蔵・英夫 親子展
7/19～25［休］無し［内容］陶芸
人間国宝 きもの伝承展
7/26～ 8/1［休］無し［内容］呉服

松山修平展
7/21～30［休］日曜［内容］平面絵画

くらしの器と絵 匣 ☎548-4901
大野香織 作陶展 ～つくばから穴窯の新作を～
7/2～14［休］無し［内容］土味を生かしたプリミティ
ブ、女性らしい大らかさをイメージした器等

ゴールデンギャラリー ☎201-7118 A-47 b3
鵞州会 49周年記念書展
6/30～7/5［休］無し
第12回好古会書展
7/7～11［休］無し
春墨会展
7/28～8/2［休］無し

Art Araq Asia Gallery（AAA Gallery）
 ☎664-3907 A-① b5
粟田洋介企画『裏と表展』
6/25～7/1［休］6/29［内容］タイプも作風も違う、
個性的なアーティストたちが表現する、裏と表が
テーマのアート展
『まじょっこ展第四話 ～ミルキィウェイで待ってる
ね♡～』
7/2～15［休］7/5、12［内容］「魔法少女」がテーマ
濱田・坂柳二人展
7/16～22［休］7/19［内容］絵画
ハラダリヤコ 個展
7/16～22［休］7/19［内容］イラスト
川村真里 個展
7/16～22［休］7/19［内容］写真
飯塚まつり
7/23～29［休］7/26［内容］絵画

Art Gallery 山手 ☎628-0267 A-④ b5
伊庭壮太郎展
6/24～7/3［休］無し［内容］油彩。心象風景

art Truth ☎263-8663 A-⑥ b5
KURO 個展
6/29～7/4［休］無し［内容］アクリル・墨を使った
抽象画
矢崎悠美 個展
7/6～11［休］無し［内容］布地を使って描いた創芸画
丁子紅子・平良志季 二人展
7/13～18［休］無し［内容］女性をモチーフにした
作品
糸井邦夫 個展
7/21～31［休］火曜［内容］アクリル・油彩による風
景・動物・人物

Art Baboo146 ☎228-8146 A-⑦ b4
ピースピースギャラリー
7/2～15［休］7/5、12［内容］東北復興展示会

1010美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑪ b4
岡本順子 個展
7/2～17［休］水曜［内容］平面・立体・ミックスメ
ディア

エリスマン邸 ☎211-1101 A-⑭ b5
大人から子どもまで、アトリエConté展
7/2～4［休］無し［内容］絵画
Eclectic Wonders
7/6～10［休］無し［内容］写真
絵画個展
7/15～17［休］無し［内容］パステル画

大佛次郎記念館 ☎622-5002 A-⑮ b5
磯貝宏國コレクション vol.2「鞍馬天狗ワンダーラ
ンド -昭和のあそび」
3/17～7/10［休］月曜(祝休日の場合は翌平日）
［内容］「鞍馬天狗」のコレクターのコレクションか
ら、昭和のおもちゃを中心に展示。コリントゲーム・
メンコ・日光写真等

神奈川旺玄展受賞者展
7/25～31［休］無し
　
Gallery ARK ☎681-6520 A-㉕ c4
大野和之展
6/23～7/2［休］無し［内容］陶芸。食器・アクセサ
リー等約100点
幻想夜会展
7/7～16［休］日曜［内容］油彩等18点
矢吹多歌子展
7/21～30［休］無し［内容］猫の立体作品・平面絵画
作品等
　
ギャラリーKAN ☎641-4751 A-㉘ c4
田中みち子「甦る古布展」
6/29～7/2［休］無し［内容］大島紬の着物をリメイ
クした洋服（コート・ベスト・ブラウス・スカート等）
　
ギャラリー伽羅 ☎842-1428 C-⑦
手作りきゃらSHOP
6/28～7/16［休］日曜・月曜［内容］着物リフォー
ム服・バッグ・袋物・アクセサリー・布ぞうり・生地
ハギレ等
　
ギャラリーこやま ☎545-1105 B-⑦
絵＆陶〈常設展〉
7/2～7［休］無し［内容］水彩・墨絵・陶小物
ミナト明子展
7/11～17［休］無し［内容］クロッキー・水彩・写真
俳画等20点
郷田数夫 個展
7/21～27［休］無し［内容］風景や花の油彩23点
　
ギャラリー守玄齋 ☎201-7118 A-㉛ b3
植松英夫 作陶展
6/30～7/5［休］無し
　
ギャラリーミロ ☎251-5229 A-38 c3
恵昇会日本画展
6/27～7/3［休］無し［内容］小島昇先生の教室展
現代かながわ美術小品展
7/4～10［休］無し［内容］工芸・彫刻・絵画
モデラート パート１
7/11～17［休］無し［内容］水彩。上田耕造先生の教
室展
モデラート パート２
7/18～24［休］無し［内容］スケッチ・水彩。上田耕
造先生の教室展
モデラート パート３
7/25～31［休］無し［内容］クロッキー・油彩。上田
耕造先生の教室展
　
ギャルリーパリ ☎664-3917 A-41 b4
桜井みどり展
6/24～7/2［休］日曜［内容］古典額縁技法による
アートジュエリー
野沢二郎展／降りつづいた雨のあとに
NIRO NOZAWA　After a Long  Spell of Rain
7/6～19［休］日曜［内容］平面絵画
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神奈川近代文学館 ☎622-6666 A-⑯ b5
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
5/28～7/18［休］月曜［内容］日本が欧米をモデルに
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14人の作家をとりあげる
企画展「没後30年 鮎川信夫と『荒地』展」 
5/28～7/18［休］月曜［内容］詩人・評論家の鮎川信
夫（1920～1986）は、詩誌「荒地」の思想的中心とし
て、戦後の詩壇に大きな足跡を残した。本展では、戦
前の第1次「荒地」の同人にあてた鮎川の書簡など、
当館の所蔵資料を中心に、鮎川の足跡を振り返る

常設展「文学の森へ 神奈川と作家たち」
第2部 芥川龍之介から中島敦まで
7/23～9/25［休］月曜［内容］日本が軍国主義を推
し進め世界と対立、ついには崩壊へと至る関東大震
災から敗戦まで。この時代に、それぞれの生き方、文
学の道を選んで活躍した13人の作家をとりあげる
企画展「絵本作家・西村繁男の世界展 やこうれっしゃ
で出発！」 
7/23～9/25［休］月曜［内容］西村繁男（1947～ 相
模原市在住）は、精密な観察をもとに人びとの日常
の姿を描いた＜文字のない絵本＞『おふろやさん』
『やこうれっしゃ』等の作品でよく知られている。ま
た、社会性を持つ作品やナンセンスな絵本も手がけ、
その世界は多様性に溢れている。本展では、こうし
た作品群を、絵本、原画をはじめ、取材手帳、ラフス
ケッチなどの資料をまじえジャンル別に紹介する

神奈川県立地球市民かながわプラザ
 ☎896-2121 C-⑥
ナショナル ジオグラフィック展
-写真で伝える地球の素顔-
4/15～7/3［休］月曜（祝日は開館）［内容］180カ国
以上で読まれる世界で最も著名な雑誌のひとつ、ナ
ショナル ジオグラフィック誌。本展は世界有数の写
真家たちが捉えた1100万点に及ぶ膨大なコレク
ションの中から、美しく迫力溢れる作品を厳選し、
冒険・探検の記録、大自然の驚異、異国の暮らしなど
のテーマに分けて構成する。誌面を飾った数少ない
日本人写真家、岩合光昭、野町和嘉の作品も展示

田中克佳 写真展「麗しき街-リオデジャネイロ」
7/16～9/4［休］月曜（祝日は開館）［内容］ブラジル
の魅力溢れる街リオデジャネイロ。この地で長年取
材を続けてきた田中克佳の作品45点を展示し、わ
ずか1世紀ほどで劇的な発展を遂げた「麗しき街」
の魅力に迫る

カフェ・ギャラリーリンデン ☎532-5288 B-①
「二人が紡ぐ常のもの展 ～繍箱とパステル～」
岸田京子・衣川史
6/29～7/10［休］月曜・火曜［内容］刺繍小箱とパ
ステル画の二人展

ガレリア セルテ ☎651-5471 A-㉑ b3
県展 女流選抜展
7/4～9［休］無し
なかま展 2016
7/10～16［休］無し
踏青会展
7/17～23［休］無し［内容］関内アートスクール金曜
風景画教室展

画廊 楽 ☎681-7255 A-㉔ c4
久我修 個展
6/27～7/3［休］無し［内容］洋画。独立美術協会会員
渡辺恵子 個展
7/4～10［休］無し［内容］二科会で活躍する作家
二科神奈川支部展画廊楽賞 長野千代子個展
7/4～10［休］無し［内容］第57回二科神奈川支部
展、画廊楽賞受賞者
神奈川二紀展画廊楽賞 国方房子展
7/18～24［休］無し［内容］神奈川二紀展画廊楽賞
受賞者
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f.e.i art gallery ☎325-0081 A-67
polepole -ポレポレ-
6/28～7/12［休］土曜・日曜・祝日［内容］polepole
とはスワヒリ語でゆっくりと・のんびりといった意
味。福祉施設の支援・周知を目的とした陶芸作品・
多肉植物・染織品のコラボ展示
涼を愛でる展 vol.3 -modern-
7/19～8/12［休］土曜・日曜・祝日［内容］作家の作
品を通して夏の「涼」を提案する企画展。今展では繊
細で涼しげなガラス作品が並びます。戸田晶子・豊
澤美紗・山田春美

村上肥出夫展
7/29～8/14［休］8/3、10［内容］画集出版記念。油
彩10点・ドローイング15点

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA 
 ☎411-5031 A-68
夏のうちわ展 2016
7/7～24［休］月曜［内容］「夏を彩り、涼をとる」を
テーマに日本画・デザイン・切り絵等様々なジャン
ルのアーティストが手がけたうちわと通常作品を展
示、販売
　
ブラフ18番館 ☎662-6318 A-71 c5
石川美枝子の作品展
7/2～5［休］無し
ヨーロッパのお祭り・風景
7/9～10［休］無し［内容］写真
花ひとり
7/14～18［休］無し［内容］写真
てぬぐいコレクション
7/22～24［休］無し［内容］作家オリジナルてぬぐい

は行

みつい画廊 ☎261-3321（ハヤカワ画材店） A-73 c3
第21回練の会展
6/27～7/3［休］無し［内容］油彩・水彩等。約45点
平山礼子展
7/4～10［休］無し［内容］水彩。約25点
水彩グループ彩21 第16回展
7/11～17［休］無し［内容］約40点
DAN展 第39回
7/18～24［休］無し［内容］絵画・版画・ガラス工芸
等。約45点
　
みなとみらいギャラリー ☎682-2010 A-74 a2
和布の世界へようこそ
～今昔の着物で懐かしむ日本の行事
6/28～7/4［休］無し
huma photo's 作品展
6/28～7/4［休］無し［内容］写真
こども造形教室 アトリエ・アルバス展
6/29～7/3［休］無し［内容］絵画・工作
第7回我流スケッチ会報告展
7/5～11［休］無し［内容］絵画
宝石の海～浜口タカシ写真展～
7/6～11［休］無し
夢の配達人展 2016
7/12～18［休］無し［内容］写真
第5回ハワイアンキルト作品展
7/20～24［休］無し
クレイアート作品展
7/20～24［休］無し
西区文化協会「創作展」
7/26～8/1［休］無し［内容］絵画・書道・生け花・切
り絵等

ま行

山手234番館 ☎625-9393 A-75 b5
牧野瑠璃子パステル画教室展
6/30～7/5［休］無し
川﨑永子ビーズ展
7/8～11［休］無し

山手111番館 ☎623-2957 A-76 b5
chieko 写真展「絵本をめくると」
7/9～10［休］無し
松村眞澄 絵手紙展
7/15～20［休］無し
　
山の上ギャラリー ☎852-8855 C-⑬
藤井慎介 漆のうつわ ・ 奈良千秋 白磁のうつわ
7/3～31［休］月曜、火曜（祝日を除く）［内容］木工
芸作家・藤井が自由な発想で作る漆のうつわと陶芸
作家・奈良のシンプル白磁のうつわ
　
横浜開港資料館 ☎201-2100 A-78 b4
ハマの大地を創る-吉田新田から近代都市へ-
4/15～7/18［休］月曜（祝日の場合は開館、翌日休
館）［内容］横浜市域の中心部は、かつて元町から北
へと伸びる横浜村の砂州と、それによって東京湾と
区切られていた入海であったが、江戸時代の新田開
発により耕地へと変わった。本企画展では、こうし
た17世紀半ばから明治初年までの約200年間にわ
たる入海→新田→近代都市という横浜都心部の景観
の変貌について、その起点となった吉田新田の開発
を中心に紹介する

横浜市旭区民文化センター サンハート
 ☎364-3810 C-⑮
第8回つくしの会絵画展
6/28～7/4［休］無し［内容］油彩・水彩・パステル等

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11回フォンテ絵画教室作品展
7/5～11［休］無し［内容］油彩。静物・人物等
野鳥写真展
7/22～31［休］無し［内容］姿は見かけるが名前が
判らない鳥、最近見かけない鳥等色々な野鳥を撮影。
グループ展

横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場
 ☎771-1212 C-⑰
第30回新六窯作陶展
6/29～7/4［休］無し［内容］陶磁器。グループ展
第13回アートフォーリビング 
7/6～11［休］無し［内容］家庭のリビングルームに
飾る作品。出品者約30名

横浜市磯子区民ホールギャラリー
 ☎750-2393 C-⑱
パレット・クラブ
6/28～7/3［休］無し［内容］絵画・工作
パステル画サークル SUN
7/5～10［休］無し
浄眞会
7/12～18［休］無し［内容］絵画
押し絵布遊古会
7/20～25［休］無し
BOX R
7/27～8/1［休］無し［内容］インテリア茶箱・カル
トナージュ

横浜市港南区民文化センター ひまわりの郷
 ☎848-0800 C-⑳
第14回竹の会水彩スケッチ展
6/30～7/6［休］無し［内容］アンティークな器物・
季節の花・日本の風景・外国の風景等。52点

横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ 
 ☎866-2501 C-㉓
サンフォーカス’94 第19回写真展
6/28～7/4［休］無し［内容］自分の視点を大事にを
モットーとし撮影した作品

や行

さ行

爾麗美術 ☎222-4018 A-61 b4
爾麗美術展４ 爾麗の始まり
6/18～7/3［休］6/29［内容］木村文司（1948-2009）・
野中京子（1948-2014）・野中英和・関孔明・山本治美
爾麗美術・常設〈小品展〉 爾麗の始まり
7/9～24［休］7/13、20［内容］阿部守・喜多村紀他
作家20名が各1点づつ出品

な行

退廃黒ギャラリー 廃道楽  A-57 b4
退廃市場０
7/17～8/13［休］水曜［内容］退廃的なモノをギュウ
ギュウ詰めに売りまくる、圧縮陳列型カニ歩き廃商店

鶴見画廊 ☎584-7208 B-⑮
真昼にも輝く星たち展
6/28～7/3［休］無し［内容］洋画・日本画。グルー
プ展
第71回ハマ展 鶴見画廊賞受賞記念二人展
7/6～11［休］無し［内容］立花佳子（日本画）・山田
光子（洋画）
起畑喜代美 日本画展
7/14～23［休］7/19［内容］身近な草花をモチーフ
にした作品

た行

・本誌発行後に内容に変更が生じる場合があります。各展覧会については開催施設にお問合せください。
・各施設の電話番号右横の番号は、横浜市民ギャラリー発行「ヨコハマ・ギャラリー・マップ2016.7～2017.6版」と連動しています。


