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寒い冬も、街歩きで体ポカポカ。
横浜で、画廊散歩はいかがですか

「横浜画廊散歩」は、情報をいただいた市内の画廊の展覧会スケジュール
を毎月ご案内する情報誌です。「ヨコハマ・ギャラリー・マップ2018 ～
2019」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2018年10月15日現在のものです。）　
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横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A-69
日本ペン彩画会展   
11/29～12/4［休］無し［内容］主催＝日本ペン彩画会
第39回 馬車道を描く日曜画家展
12/8～14［休］無し［内容］主催＝馬車道商店街協
同組合
第37回 馬車道写真コンクール入賞作品展
12/8～14［休］無し［内容］主催＝馬車道商店街協
同組合

横浜美術館 ☎221-0300 A-71
横浜美術館コレクション展「モネ それからの100
年展に寄せて」「幻想へのいざない 駒井哲郎展を
きっかけに」
7/14～12/16［休］木曜［内容］会期の異なる2つの
企画展と関連し、2つのテーマで構成
駒井哲郎－煌（きら）めく紙上の宇宙
10/13～12/16［休］木曜［内容］現代銅版画の先駆
者である作家の版画作品や詩画集等約210点と関
連作家作品約80点

リーブギャラリー ☎253-7805 A-76
故 上村正朔展
12/4～9［休］無し［内容］遺作展
クリスマス展
12/10～16［休］無し［内容］ステンドグラス等

横浜本牧絵画館 ☎629-1150 B-46
岩田榮吉の世界 フェルメールへの憧憬
10/20～1/21［休］火曜、年末年始（12/28～1/3)
［内容］油彩（写実絵画）

横浜みなと博物館 ☎221-0280 A-72
企画展「絵本でたのしむ 海と船」
10/20～12/9［休］月曜（祝日の場合は翌日）［内容］
海・船をテーマにした絵本、絵雑誌、原画を中心に展
示。絵本作家のワークショップ等あり

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

第58回 神奈川県女流美術家協会展
11/28～12/3 ［全展示室］
［主催］神奈川県女流美術家協会［内容］県内在住在
勤の女性による油彩、水彩、日本画等 約200点
第55回 神奈川県高等学校書道展
12/5～12/9 ［全展示室］
［主催］神奈川県高等学校文化連盟書道専門部会［内
容］高校生による書道作品。県下の公私立高校の作
品 約800点
第56回 全国公募日書家展
12/12～12/16 ［全展示室］ 
［主催］日本書道家連盟［内容］書道作品、漢字・かな・
少字数・篆刻・刻字 380点
アートスクール横浜生徒作品展示会  
12/18～12/24 ［1F］ 
［主催］株式会社 雪下堂美術 （アートスクール横浜）
［内容］アートスクール横浜に通う生徒の絵画作品

第45回 高校生写真展
12/19～12/24 ［2F］
［主催］神奈川県高等学校文化連盟写真専門部
［内容］高校写真部による写真展
橘学苑高等学校 第13回卒業作品展
12/21～12/23 ［3F］
［主催］橘学苑高等学校デザイン美術コース［内容］
「LIFE」をテーマに高校生25名による卒業作品展
ざわめき
12/25～1/7 (12/29～1/3は休館） ［3FB］
［主催］森田 友希［内容］「山」をテーマにした写真、
及び映像のインスタレーション
「Memento」安らかな未来への記録
12/25～1/7 (12/29～1/3は休館） ［1F］
［主催］夫馬 孝グループ
Expression 夫馬孝展
12/25～1/7 (12/29～1/3は休館） ［B1F］
［主催］夫馬 孝グループ［内容］アートって何だろう
…表現の自由を求めて

ギャラリーめぐり

今年もご愛読いただきましてありがとうございま
した。どうぞよいお年をお迎えください。
横浜市民ギャラリー

ホームページでも情報公開 !
http://ycag.yafjp.org/

横浜市民ギャラリーの収蔵作品を毎月紹介します

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/

デザイン：ふじたおさむ

志村計介《山王橋》
1979年／ボールペン、パステル、紙／ 19.5×24.0cm

●ホームページで作品解説をご覧いただけます
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Art Gallery 山手 ☎628-0267 A-④
Forest garden VOL4 キルトとアクセサリー
11/28～12/3［休］無し［内容］佐藤千亜紀 盛田尚美
中島智恵・中島志緒 二人展
12/5～10［休］無し［内容］日本画、水彩
第13回クリスマス展
12/12～25［休］無し［内容］12名の作家によるART
作品。冬のBAG、ステンドグラス、アクセサリー、ク
リスマスリース、とんぼ玉、樹脂粘土、切り絵、点描
画、アクリル、パステル

art Truth ☎263-8663 A-⑥
鳥垣英子 個展・FANTASY LINE
11/28～12/3［休］無し［内容］日本画

神奈川近代文学館 ☎622-6666 A-⑮
スポット展示「広津和郎と絵画～近年の収蔵資料を
中心に～」
12/8～1/20［休］月曜（12/24、1/14は開館）、年末
年始［内容］作家の没後50年を記念し、画家たちと
の交友を示す書簡や広津が収集した絵画 約30点

神奈川県民ホールギャラリー ☎662-5901 A-⑯
神奈川県民ホールギャラリー企画展 ５RoomsⅡ－
けはいの純度
12/17～1/19［休］年末年始 (12/30～1/4)［内容］
目に見える現実の向こうにある「けはい」を探る。和
田裕美子、橋本雅也、七搦綾乃、スコット・アレン、
大西康明。出品作家によるトークあり

神奈川県立金沢文庫 ☎701-9069 B-⑤
特別展「顕われた神々－中世の霊場と唱導－」
11/16～1/14［休］月曜（12/24開館)、12/25、年
末年始（12/28～1/4)［内容］国宝・称名寺聖教の文
字史料を美術作品とともに紹介

神奈川県立地球市民かながわプラザ（あーすぷらざ）
 ☎896-2121 B-⑥
田中克佳 写真展「パタゴニア―最果ての大地に広が
る驚愕の世界」
10/13～12/24［休］祝日除く月曜［内容］地球上に
残された数少ない極限の大地 40点

カフェ・ギャラリーリンデン ☎532-5288 B-⑦
古知屋恵子展
12/1～19［休］月曜、火曜［内容］木版、水彩。作家
によるお話会あり

画廊 楽 ☎681-7255 A-㉑
独立選抜展 冬の陣
11/26～12/2［休］無し［内容］油彩（会場 画廊楽Ⅰ
＆Ⅱ）
遊展
12/3～9［休］無し［内容］油彩、水彩（会場 画廊楽Ⅱ）
爾麗美術
12/10～16［休］無し［内容］油彩（会場　画廊楽Ⅰ）
榎本香菜子とベラルーシの写真展
12/10～16［休］無し［内容］油彩、写真（会場　画
廊楽Ⅱ）
マルシュ展
12/17～23［休］無し［内容］油彩（会場　画廊楽Ⅰ）

ギャラリーKAN ☎641-4751 A-㉔
「クリスマスの飾りたち展」クリスマスグッズとプ
レゼントグッズ
12/4～12/16［休］12/10［内容］来年の干支、吊し
飾り、和・洋の細工物、裂き織りのバック他　手づく
りする人7人集合 約350点

ギャラリー伽羅 ☎842-1428 B-⑪
手作りきゃらSHOP
10/30～12/1［休］日曜、月曜、祝日［内容］着物や
帯のリフォーム服やバック、小物等、全て手作りの
作品多数

ギャラリーこやま ☎545-1105 B-⑫
手づくり展
12/11～17［休］無し［内容］石井朝美、鵜﨑英子、
佐藤理恵、島崎まり、畠山督子。手縫いの帽子、七宝、
ニット、小物等

様々なお花達による素敵なメッセージ♪
12/7～10［休］無し  
Light(絵画)
12/17～20［休］無し 
時よ止まれ4（写真展）
12/23～28［休］無し

林千絵 個展
12/5～10［休］無し［内容］木版画等
リトルクリスマス・小さな版画展
12/15～24［休］無し［内容］45名による作品

旭ギャラリー ☎955-3388 B-②
蔡國華展
12/1～20［休］無し［内容］油彩、水彩、パステルの
人物、風景、静物 約35点

ATELIER K・ART SPACE ☎651-9037 A-⑨
田鶴濱洋一郎展 －時の狭間－
11/25～12/8［休］12/3［内容］和紙に墨を使った
抽象画、ガラス等大小合わせて20点
松浦延年展
12/11～25［休］12/17［内容］綿キャンバスに油
彩、レジンを塗り重ねた油彩　  

1010美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑩
浅野式子 個展
12/1～22［休］水曜［内容］コンテンポラリージュ
エリー、立体

岩崎ミュージアム・ギャラリー ☎623-2111 A-⑪
スージ・アンティック＆ギャラリー2018展
11/21～3/3［休］月曜（祝日の場合は翌日)、年末年
始［内容］ジュエリー、食器、銀器やカトラリー、タ
イル、生活雑貨等西洋アンティークの魅力を紹介

エリスマン邸 ☎211-1101 A-⑬
チョークアート作品展 トロピカルクリスマス
12/3～5［休］無し

鶴見画廊 ☎584-7208 B-㉑
7人展
11/25～12/1［休］無し［内容］グループ展
台湾・日本友情展〈版画・交流展〉
12/7～13［休］無し［内容］台湾4名と日本8名の
女性作家

東急百貨店たまプラーザ店 4階アートサロン
 ☎903-2441 B-㉓
谷垣博子 絵画展
11/29～12/5［休］無し 
山本宗平 油彩画展
12/6～12［休］無し［内容］日常生活のひとこまを
表現した作家の個展。展示販売あり

－崇高なる風景美－ 後藤純男 追悼展
12/4～10［休］無し［内容］日本画 
近代日本画秀作展
12/11～17［休］無し 
近代巨匠陶芸展
12/11～17［休］無し
ロバート・ハインデルとバレエアート展
12/18～24［休］無し［内容］絵画
現代洋画小品展
12/18～30［休］無し
日本画巨匠作家版画展
12/25～30［休］無し 
URUSHI 伝統漆芸作家展
12/31～1/7［休］無し 
新春を彩る 吉祥絵画展
12/31～1/7［休］無し［内容］日本画

長沼貴美代 油絵展
12/13～19［休］無し［内容］サロン・ドートンヌ展
等に出展する作家の作品

た行

そごう美術館 ☎465-5515 C-③
The Essence of Beautyバレエ ～究極の美を求め
て～
11/23～12/25［休］無し

そごう横浜店美術画廊 ☎465-5506 C-④
うるしの道展
11/27～12/3［休］無し［内容］漆芸
現代根付彫刻展
11/27～12/3［休］無し［内容］根付

ぎゃるりじん＆Chiyo’s ☎681-5900 A-36
MKMS,S
11/27～12/2［休］無し［内容］パステル、水彩
倉田るみ
12/4～9［休］無し［内容］エッチング
遊紙灯 金子恵
12/11～16［休］無し［内容］クラフトアート

さ行

仲通りギャラリー ☎211-1020 A-47
大西二人展
11/26～12/1［休］無し［内容］版画、皮作品
Session in 馬車道
12/3～8［休］無し［内容］平面、立体
上田耕造展
12/10～16［休］無し［内容］油彩、水彩
鈴木美津子展
12/17～22［休］無し［内容］水彩、書

爾麗美術 ☎222-4018 A-50
岡村桂三郎展
11/23～12/4［休］水曜［内容］1990年代の作品中
心。「かわべ美術協力」
BRIDGE in 横浜
12/15～25［休］水曜［内容］出品作家：阿部恭子　
KATO(加藤 正二郎）  川口ゆうこ　田中紗樹　安田
薫　ジェットニパット・タットパイブーン

な行

美術画廊 ギャラリー桜木町 ☎261-8171 A-54
生井朝子と千社札の会展
11/25～12/2［休］無し［内容］千社札と江戸文字 
名人たちのお宝

f.e.i art gallery ☎325-0081 C-⑤
蔵書票展 －Exlibris 2018－
12/3～21［休］土曜、日曜、祝日［内容］蔵書票とい
う小さな作品のグループ展。池田俊彦、烏丸京、小出
真由美、しろこまたお、そだきよし、高田麻起子、武
田あずみ、麓絵理子、星野歩、牧野浩紀、葉

は行

ギャラリーミロ ☎251-5229 A-32
松田イメルダ 手編みアルパカ展
11/26～12/2［休］無し［内容］ペルー（リマ）の工
房で制作したアルパカ糸を使用した作品
二紀会神奈川支部員による小品展 ～12月展～
12/17～23［休］無し［内容］油彩、水彩、彫刻

ギャルリーパリ ☎664-3917 A-35
永井みどり帽子展
12/5～13［休］日曜
松下カツミ CAT CAT CAT !
12/17～25［休］無し［内容］平面絵画、立体

ギャラリーダダ ☎461-1533 C-②
笹倉かんせい作品展
11/28～12/4［休］無し［内容］アクリル
和久井正男 油絵展
11/28～12/4［休］無し 
三人の童画展 
12/5～11［休］無し［内容］童画家仲間の作品展。大
上典男、辻克己、門田知佐子
佐藤美絵 切り絵作品展
12/5～11［休］無し 
ギャラリーダダ アートフェスティバル ベスト20展
12/12～18［休］無し
西山英輔 透明水彩画展
12/19～25［休］無し
竹内靖夫 小品油絵展
12/19～25［休］無し

gallery fu ☎070-6429-8597 A-㉛
特別展「gift＋Green box」
12/1～23［休］月曜［内容］「贈る/贈られる」こと
を意識した10名の美術家による展覧会

みつい画廊 ☎261-3321（ハヤカワ画材店） A-59
KIKUTA展
12/3～9［休］無し［内容］油彩等
（アンデパンダンプレ展）みつい画廊展
12/10～16［休］無し［内容］油彩、水彩等
碧火同好会展 
12/17～23［休］無し［内容］油彩、水彩等

みなとみらいギャラリー ☎682-2010 A-60
神奈川藍筍会 書作展
11/30～12/2［休］無し［内容］かな書道
第5回カービングプラス作品展「メリークリスマス」
11/30～12/2［休］無し［内容］ソープカービング・
フルーツカービング
第40回 静翔書展
12/5～9［休］無し 
第42回 豆画家たちのバンビグループ作品展
12/11～16［休］無し［内容］絵画、造形作品
RichetCochet～TattingLaceの世界展2018
12/12～17［休］無し［内容］タティングレース
組合員と家族の美術展
12/13～15［休］無し［内容］写真、書道、絵画、工芸等
国際人道法写真展
12/18～26［休］無し［内容］写真、映像

ま行

横浜開港資料館 ☎201-2100 A-64
明治の戦争と横浜－伝わる情報、支える地域－
11/3～1/27［休］月曜（祝日の場合は開館、翌日休
館)、年末年始［内容］明治時代、国内外の武力衝突の
中で西南戦争や日清・日露の戦争等を通じて、軍隊
と地域社会との関係を紹介

横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場
 ☎771-1212 B-㉛
パッチワークキルト展
12/12～17［休］無し［内容］生き物達を作品の中に
表現。キルトの花畑会員
第４回 磯子デジタル支部写真展
12/19～25［休］無し［内容］「ネイチャー・風景」「自
由」「個人」の部門で50点。磯子デジタル支部会員

や行

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA 
 ☎411-5031 C-⑥
台湾×日本 漆交流展
12/2～16［休］月曜［内容］漆を素材に制作してい
る、台湾（台中）と日本の作家の交流展

ブラフ18番館 ☎662-6318 A-57
一閑張りを楽しむ会 展示発表会
12/1～5［休］無し［内容］一閑張り 和雑貨、カゴ展示
ほっとクリスマス展
12/20～22［休］無し［内容］全国の作家35組 オリ
ジナルアート＆雑貨展示会

横浜市岩間市民プラザ ☎337-0011 B-33
偕恵いわまワークス作品展 ～2019年カレンダー
原画展「世界の街」～
11/28～12/6［休］無し［内容］カレンダーの原画
12点と絵画約30点

横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール
 ☎511-5711 B-38
yujiの写真塾 第2回写真展
11/28～12/4［休］無し［内容］四季の横浜風景。大
谷雄二、石井繁、斉藤吉之
綱島フォトクラブ写真展示会
12/12～18［休］無し［内容］自然や花、花火等の風
景。松永功、吉武毅、佐藤健吉
星野文昭 絵画展
12/21～24［休］無し［内容］沖縄と本土を結ぶ無実
の政治犯、獄中44年。自由・連帯・解放

横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ 
 ☎866-2501 B-40
第9回とつかお結び広場
11/28～12/2［休］無し［内容］区民による絵画、布
リメイク等
第35回 玉藻書道会創作展
12/12～17［休］無し 
第三回「夢・想い」の水彩画展
12/18～24［休］無し［内容］保土ヶ谷区・港南区老
人福祉センターの水彩画教室 合同水彩画展

横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-42
ショーケースギャラリー 松田直樹展
9/22～12/16［休］無し［内容］立体、インスタレー
ション、パフォーマンス等の活動を展開する作家の
作品展
中･韓･日アートコスモス現代美術交流展(国家と
は!!)
11/27～12/3［休］無し［内容］中･韓･日80名の現
代美術平面作家、立体造形作家 約100点
第51回 公募竹青社書展
12/11～16［休］無し［内容］書文化への貢献と会員
の成果発表 約230点
第六回 五彩展 ～岩谷勢子とそのサークル合同展～
12/18～23［休］無し［内容］日本画家 岩谷勢子先
生、及びサークル会員の水彩 約90点
2018成果報告展示 がじゅくてん
12/22～23［休］無し［内容］水彩、工作等こどもた
ちの制作活動の成果 約800点

横浜市吉野町市民プラザ ☎243-9261 B-44
鎌谷水彩画教室展
12/6～11［休］無し［内容］仲の良い少人数のグルー
プ展 約20点
冬のアート＆クラフトマーケット ～みんなで行こう～
12/15～16［休］無し［内容］雑貨やアクセサリーな
どの手作り作品の販売と体験会。大岡川アートプロ
ジェクト「光のぷろむなぁど2018」と同日開催

横浜髙島屋美術画廊 ☎311-5111 C-⑨
髙島屋美術部創設110年記念 襲名記念 十六世
松林豊斎 茶陶展
11/28～12/4［休］無し
安藤和夫・安藤ニキ展
11/28～12/4［休］無し［内容］木工、絵画
髙島屋美術部創設110年記念 絹谷幸二展
12/5～11［休］無し［内容］洋画
松井ヨシアキ展
12/12～18［休］無し［内容］洋画
伊藤秀人展
12/12～18［休］無し［内容］陶芸
髙島屋美術部創設110年記念 岩田壮平展
12/19～25［休］無し［内容］日本画
Christmas ART Session
12/19～25［休］無し［内容］絵画、立体、工芸　
百華繚乱
12/26～31［休］無し［内容］絵画、立体、工芸
鈴木強展
12/26～31［休］無し［内容］日本画  

・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2018～2019」に対応しています。

山本宗平《家路》F6

牧野浩紀《ことあつまり 漂・探》

MANAE/切り絵

松下カツミ

鳥垣英子《Fantasy Line ‒ 雪割草》日本画


