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春の風に吹かれながら、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2019年2月15日現在のものです。）　
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横浜本牧絵画館 ☎629-1150 B-46
トロンプルイユの現在(いま)2019
4/20～7/21［休］火曜［内容］ヨーロッパの伝統的
絵画「トロンプルイユ」 写実的な細密描写。油彩約
25点

リーブギャラリー ☎253-7805 A-76
松下辰枝展
4/1～7［休］無し［内容］アクリル
さくら展
4/8～14［休］無し
木村不二雄展
4/15～21［休］無し［内容］草木染

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41回 日月書道展（公募）
3/27～4/1 ［全展示室］
［主催］日月書道会
［内容］漢詩、和歌、俳句を題材とした伝統的正統書。

大作、小品、学生書初め等
創立50周年 キヤノンフォトクラブ神奈川 写真展
4/2～4/8     ［2F］
［主催］キヤノンフォトクラブ神奈川
［内容］『神奈川のかお』をテーマにしたカラー、モノ

クロ写真作品70点
第25回 横浜彫塑研究会 彫刻展
4/2～4/8 ［1F］
［主催］横浜彫塑研究会
［内容］横浜彫塑研究会(since1962)による、彫刻作

品40点とデッサンの展示
郷右近 健二、横浜百景完成記念展とその仲間達
4/3～4/14 ［3F］
［主催］JYU
［内容］失われゆく横浜の風景をスパッタリングで

描く、百作完成記念展
moun/age
4/3～4/8 ［B1F］
［主催］伊藤二朗／森田友希
［内容］山を舞台に、4人の作家が「人間」と「自然」の

存在を描く
第41回 浜美術連盟 絵画展 
4/9～4/14 ［2F］
［主催］浜美術連盟
［内容］5サークルと一般公募で油彩、水彩、パステ

ル150点
第7回 点の解展
4/9～4/14 ［B1F/1F］
［主催］点の解
［内容］現代美術の作家25名による大作をメインに

した展示

第43回 光彩会展
4/16～4/22 ［3F］
［主催］絵の仲間 光彩会
［内容］水彩画で風景、花、人物、F6-50号、ハガキ絵

とも、150点
JPA ブルーベイヨコハマ展
4/16～4/22 ［2F］
［主催］一般社団法人 日本写真作家協会
［内容］会員の内で横浜近郊の出展者が、自由に展示

表現する写真展
小川勝久フォトアートグループ展 
4/16～4/22 ［1F］ 
［主催］小川勝久フォトアート
［内容］「デジタルフォトアート」の自由な表現によ

る創作品50点展示
クラブ合同写真展
4/23～4/29 ［2FA/3F］
［主催］かながわ写真同好会
［内容］9クラブ130名が参加しての合同写真展。

A3の写真で500枚
萠友会 日本画展
4/23～4/29 ［2FB］
［主催］ 萠友会
［内容］仙波先生指導の会員が個性を生かした、人物

や風景、花、模写作品
神奈川県写真作家協会 第36回展
4/23～4/29 ［1F］
［主催］神奈川県写真作家協会
［内容］「新時代 新視点」をテーマに会員各様に創作

した写真 約100点
SPACE FACTORY 2019 シリーズ“日本のこころ”
vol.4 again『二人の姫 -木花之佐久夜毘売命と豊玉
毘売命-』
4/28～4/29 ［B1F］
［主催］SPACE FACTORY (一部共催：横浜市民ギャ

ラリー）
［内容］古事記を題材にした音楽、美術、舞踊、演劇の

コラボによる体験型パフォーマンス（ご好評
に応え再演）。有料・チケット制

ギャラリーめぐり

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所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

入江泰吉《ねこやなぎ》
1980年／カラー・プリント／ 40.9×34.1cm

●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
村田浩明 第５回個展『色鉛筆と僕の世界』
3/27～4/1［休］無し 
そよごのおりうた 青井滋子 手織り展
4/11～16［休］無し［内容］ジャケットなどの羽織
りもの、プルオーバー、ベスト等

神奈川近代文学館 ☎622-6666 A-⑮
特別展「巨星・松本清張」
3/16～5/12［休］月曜（4/29、5/6は開館)［内容］
戦後日本を代表する作家の北九州市立松本清張記念
館の所蔵品を含む約400点で展観
神奈川県立金沢文庫 ☎701-9069 B-⑤
特別展「いろいろとりどり―国宝に見る「色」―」
3/15～5/12［休］月 曜（4/29、5/6日 は 開 館)、
3/22、5/7［内容］称名寺伝来の資料を中心に、中世
の称名寺周辺で見られた「色」について紹介
神奈川県立歴史博物館 ☎201-0926 A-⑱
特別展「横浜開港160年 横浜浮世絵」
4/27～6/23［休］月曜（4/29、5/6日は開館)［内容］
開港当時からの横浜の街、生活、容姿、鉄道等を描い
た「横浜浮世絵」。県立歴史博物館と川崎・砂子の里
資料館の所蔵作品を中心に紹介
カフェ・ギャラリーリンデン ☎532-5288 B-⑦
しまんと新聞バックインストラクター柳原有香子が
手掛けている花のバック展
4/12～22［休］月曜、火曜［内容］花の表情を色々な
形のバックに。WSあり
中塚郁恵展「風のように雲のように」
4/28～5/6［休］5/2［内容］初作品展。アクリル
画廊 AKIRA-ISAO ☎264-4835 A-⑲
常設展 柳原良平の仕事
3/26～4/12［休］日曜、祭日［内容］切絵、水彩、版画

田中賢一郎 油彩展
4/17～26［休］無し［内容］ヨーロッパの小さな村
の風景
画廊 楽 ☎681-7255 A-㉑
ドローイングドローイング＋内田あぐり・室井公美
子・谷保玲奈・泉桐子
4/1～13［休］無し［内容］ドローイング（画廊楽Ⅰ）
村田恭一 個展
4/8～14［休］無し［内容］油彩（画廊楽Ⅱ）
斉藤森生 個展
4/15～21［休］無し［内容］油彩（画廊楽Ⅰ）
詩画展
4/15～21［休］無し［内容］油彩、水彩、詩（画廊楽Ⅰ）
3人展/安達桂子・北久美子・加藤光代
4/22～28［休］無し［内容］油彩（画廊楽Ⅰ）
ギャラリーKAN ☎641-4751 A-㉔
風薫る五月「春の創作展」
4/16～28［休］月曜［内容］8人で古布、和の小物、
アクセサリー、和の細工物等 約500点
ギャラリー伽羅 ☎842-1428 B-⑪
手作りきゃらSHOP
4/2～26［休］日曜、月曜［内容］着物、帯のリフォー
ム服やバック、ポーチ、スカーフ、アクセサリーやお
細工髪飾り、編みぐるみ等全て手作り作品
ギャラリーこやま ☎545-1105 B-⑫
第17回「書を楽しむ」青新書道会習作展
4/1～7［休］無し［内容］村井勝岳、萩原桂泉、阿部
結花ら16名。掛軸、色紙、パネル等 約30点
ギャラリー守玄齋 ☎201-7118 A-㉖
竹青社
4/4～9［休］無し［内容］書道
ギャラリーダダ ☎461-1533 C-②
大坂由里 水彩画展
3/27～4/2［休］無し［内容］風景、静物
Yayoi展
3/27～4/2［休］無し［内容］風景、草花の油彩、水彩。
西村弥生
萌展
4/3～9［休］無し［内容］ハマ展会員による日本画展。
岩崎美代子 他5名
ゆずの会展
4/10～16［休］無し［内容］水彩画を学ぶ仲間たち
の作品展。上島憲治 他
岡崎毅 水彩画展
4/10～16［休］無し［内容］淡彩 風景画
佐々木志保子 水彩展
4/17～23［休］無し［内容］風景他
パステル画展
4/17～23［休］無し［内容］風景、静物
浜野四郎 水彩画展
4/24～30［休］無し［内容］四季折々の街の風景を
中心に
高宮あけみ水彩画展
4/24～30［休］無し
ギャラリーミロ ☎251-5229 A-32
グループ“虹”展
4/1～7［休］無し［内容］第11回を迎える水彩、ス
ケッチのグループ展
羽佐間英二・勝子 ～水と油の夫婦展～
4/8～14［休］無し［内容］夫婦の水彩と油彩
橋本みさ子 個展
4/15～21［休］無し［内容］油彩、水彩等
鈴木珠美 作品展
4/29～5/5［休］無し［内容］クラフトバンドを使用
したタペストリー、バッグ等
ギャラリー Lei OHANA ☎941-6169 B-⑭
デグフェス
4/20～21［休］無し［内容］絵画の展示、小動物グッ
ズの展示販売 
ギャルリーパリ ☎664-3917 A-35
ケンジ・ベルトー・スズキ
3/26～4/6［休］日曜［内容］立体
高井和恵Tシャツ展
4/9～17［休］日曜［内容］オリジナルシャツ

第14回 猫の展覧会
4/26～5/13［休］無し［内容］猫をモチーフにした
絵画、立体作品
art Truth ☎263-8663 A-⑥
谷地真理江 個展
4/3～8［休］無し［内容］アクリル
小山ゆうこ個展
4/10～15［休］無し［内容］テンペラ
清水今日子 個展
4/17～22［休］無し［内容］アクリル
佐藤光 個展
4/24～29［休］無し［内容］アクリル 
旭ギャラリー ☎955-3388 B-②
花を描く絵画展
4/5～21［休］無し［内容］大家から新鋭作家の作品
約35点。五百住乙人、栗原一郎、蔡國華 他
ATELIER K・ART SPACE ☎651-9037 A-⑨
杉本充 展
4/13～27［休］月曜［内容］フレスコ、フレスコ+テ
ンペラ 22点の作品
1010美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑩
林裕子 個展
4/6～28［休］水曜［内容］インスタレーション、平
面、ファブリックアート

三溪園 ☎621-0635 B-⑰
俳句展
2/25～5/28［休］無し 
シルク博物館 ☎641-0841 A-44
開館60周年記念所蔵名品展「シルクのシンフォニー 
～染めと刺繍のかがやき～」
4/27～6/2［休］5/7、13、20、27［内容］染めや刺
繍の人間国宝作家作品、掛袱紗、花嫁衣装などの逸
品を紹介
そごう美術館 ☎465-5515 C-③
「千住博展」Hiroshi Senju
3/2～4/14［休］無し 
そごう横浜店美術画廊 ☎465-5506 C-④
田中裕子 日本画展－春を詠む－
3/26～4/1［休］無し
アートワンダーランド横浜
3/26～4/1［休］無し［内容］絵画他
斎藤由比 油絵展
4/2～8［休］無し
代田盛男 油絵展
4/2～8［休］無し
村越由子 日本画展
4/9～15［休］無し
山本桂右 油絵展
4/9～15［休］無し
近代日本画秀作展
4/16～22［休］無し
木彫秀作展
4/16～22［休］無し
ジェシカ・ウオッツ展
4/23～29［休］無し［内容］洋画
林孝三 絵画展
4/23～29［休］無し［内容］洋画
田中善明 油絵展
4/30～5/6［休］無し
片桐剛 油絵展
4/30～5/6［休］無し

ぎゃるりじん＆Chiyo’s ☎681-5900 A-36
鈴木さおり
4/9～14［休］無し［内容］水彩
かぴぱら
4/23～28［休］無し［内容］水彩
ゴールデンギャラリー ☎201-7118 A-39
竹青社
4/4～9［休］無し［内容］書道
村上雄朴 書作品展
4/19～24［休］無し［内容］書道

さ行 爾麗美術 ☎222-4018 A-50
四人展
3/30～4/21［休］水曜［内容］爾麗美術にゆかりの
ある作家。伊藤久三郎（1906-1977)、村上肥出夫
（1932-2018)、星野鐡之（1939-2018)、四谷十三
雄（1938-1963)
黒騎士展 第16回 2019・春Ｉ星野鐡之（1939-2018) 
小品展
4/27～5/6［休］無し［内容］個展

細迫諭テンペラ画展
4/11～17［休］無し［内容］ルネッサンス期の絵画
技法による新作を含む約30点
千住博 作品展
4/18～24［休］無し［内容］「滝」シリーズで世界的
に知られる日本画家の作品
第8回 竹澤イチロー作品展
4/25～5/1［休］無し［内容］今や世界を席巻する
クールジャパンの急先鋒の作家を紹介

な行

前田麻里 洋画展
4/4～10［休］無し［内容］川崎市多摩区出身の女流
作家

鶴見画廊 ☎584-7208 B-㉑
今昔版画展
4/15～20［休］無し［内容］東海道五十三次（歌川広
重 画 浮世絵）第1部として日本橋～沼津と現代版
画によるコラボレーション
東急百貨店たまプラーザ店 4階アートサロン
 ☎903-2441 B-㉓
ムラカズユキ作品展
3/28～4/3［休］無し［内容］油絵、銅版画、水彩画、
ろう画等

た行

f.e.i art gallery ☎325-0081 C-⑤
春燦々
3/25～4/12［休］土曜、日曜、祝日［内容］中條健太
（ガラス）、ocomoco（バッグ）、kaorin（ストール・
帽子）のオリジナル作品
阿部千鶴展～スリズィエの丘～
4/16～26［休］土曜、日曜、祝日［内容］日本画、水
彩画　　

は行

ロータリアン展
4/19～24［休］無し［内容］絵画
ティンガ・ティンガアート展
4/26～5/6［休］無し［内容］アフリカ現代絵画

山手234番館 ☎625-9393 A-61
横浜彩 「々赤レンガ倉庫」
3/28～4/2［休］無し［内容］絵画（スケッチ淡彩）
笈川貞夫 水彩画展
4/4～9［休］無し
第７回カトレアクラブ水彩画展
4/11～16［休］無し［内容］シニア会員による展覧会
LIGHT 光
4/18～23［休］無し［内容］写真
想Ⅲ～想いを伝える写真展～
4/25～30［休］無し
山手111番館 ☎623-2957 A-62
二人展“やさしい時間”猫の写真と絵＋α
4/25～30［休］無し
横浜開港資料館 ☎201-2100 A-64
浮世絵でめぐる横浜の名所
2/2～4/21［休］月曜（祝日の場合は開館、翌日）
［内容］今年横浜開港から160周年にあたるのを記
念して、日本人の絵師によって描かれた浮世絵を題
材に「開港場・横浜」の風景を紹介
横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場
 ☎771-1212 B-㉛
第17回スリーＳ写真展
3/27～4/2［休］無し［内容］会員による風景、スナッ
プ、花等
YOKOHAMA「星団」写真展
4/10～16［休］無し 
加藤忠一 写真展
4/17～23［休］無し［内容］ヒマラヤ巡礼と国内外
の作品

ブラフ18番館 ☎662-6318 A-57
時よ止まれ5
4/2～7［休］無し［内容］写真
水彩画展アクアレル
4/19～21［休］無し［内容］水彩、アートバック他
第十回 陶華作品展
4/25～28［休］無し［内容］メンバーによる手びね
りで作った陶芸

や行

みつい画廊 ☎261-3321（ハヤカワ画材店） A-59
Y.Y.Y展
4/4～7［休］無し［内容］水彩等 約20点
中村好至惠－山の絵展
4/8～21［休］無し
みなとみらいギャラリー ☎682-2010 A-60
木綿一男・木彫展～森の音楽会
3/26～4/1［休］無し［内容］森の間伐材で作った人
形等
東京都市大学 写真部 春展/卒展
3/27～4/1［休］無し
第25回 碧い水展
4/2～7［休］無し［内容］絵画
根本征欧と仲間達
4/2～8［休］無し［内容］現代アートとオブジェ
みなと水彩会展
4/2～8［休］無し
花古流〈花遊びグループ〉
4/11～14［休］無し［内容］生け花
第38回 しのの会展
4/11～15［休］無し［内容］絵画、織物、ミクストメ
ディア
浅葱の会
4/16～22［休］無し［内容］日本画
第51回 二科会写真部神奈川支部 公募展
4/18～22［休］無し
第19回 水曜会絵画展 
4/23～29［休］無し 
デジタル書作家 協会展
4/23～29［休］無し［内容］デジタル書道
港横浜 辰己組きり絵展
4/30～5/6［休］無し 

ま行

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA 
 ☎411-5031 C-⑥
書画展-monochrome dream-
4/16～28［休］月曜［内容］墨のモノトーンの世界
を表現。足立正平、岩田明倫、菅広、沢村澄子、中島
法晃、本田ルミ　

横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール
 ☎511-5711 B-38
第8回 水彩グループ寿楽彩展 喜寿記念個展／同時
開催 講師 永井勝展
4/10～16［休］無し［内容］会員28名によるスケッ
チ展。永井勝、佐藤記久夫、中村美江子 他
星野文昭 絵画展(第3回)
4/26～28［休］無し［内容］無実！沖縄を闘い獄中
44年。星野文昭・暁子－絵と詩を展示
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ 
 ☎866-2501 B-40
いずみ画好会・白水写生会 合同絵画展
3/26～4/1［休］無し［内容］地域で活動する絵画
サークルの合同展覧会
横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-42
Fellow Art Gallery vol.33 長岡彩展
1/12～4/18［休］3/25［内容］障がいのあるアー
ティストたちの作品を常設展示するミニギャラリー
第6回 森村学園中高等部 美術部展覧会
3/27～4/1［休］無し［内容］個人と会場のインスタ
レーションの展示 約100点
第11回 横浜画塾展
4/2～8［休］無し［内容］開講17年目の教室展。
250点超の塾生による水彩
2019春季JAGジャパンアーティストグループ展
&小品展
4/9～15［休］無し［内容］一般公募の作品約150点
第14回さつき水墨画展
4/16～21［休］無し［内容］調墨による墨の美しさ
を求めて。約40点
5人展
4/17～21［休］無し［内容］木版、木版リトグラフ、
シルクスクリーン、写真等 約80点
第41回 爽画展
4/23～29［休］無し［内容］会員30名による油彩、
水彩等 約100点
岡﨑まりこ水彩教室展
4/23～29［休］無し［内容］絵画教室の合同展。水彩
等 約120点
横浜市吉野町市民プラザ ☎243-9261 B-44
第20回 南期会展
3/27～4/1［休］無し［内容］南高校卒業生による日
本画、油絵、水彩、パステル、アクリル、陶芸、パッチ
ワーク等。20回展にちなみ故人の作品も掲示
第8回ミニ工房メルヘン作品展
4/3～7［休］無し［内容］パッチワークキルト（ミニ
サイズ、タペストリー、ベッドカバー）、クッション、
人形、和の小物 他
横浜髙島屋美術画廊 ☎311-5111 C-⑨
牧進の世界 ミニアチュールによせて 
3/27～4/2［休］無し［内容］日本画
彦十蒔絵 若宮隆志展
3/27～4/2［休］無し［内容］漆芸
檜垣良多 陶展
4/3～9［休］無し
工藤茂喜・へぎの器 展
4/3～9［休］無し
髙垣篤 陶展
4/10～16［休］無し
𠮷中裕也展
4/10～16［休］無し［内容］洋画
髙波壮太郎展
4/17～23［休］無し［内容］洋画
西浦武 作陶展
4/17～23［休］無し 
十四代 中里太郎右衛門展
4/24～30［休］無し［内容］陶芸
横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A-69
第27回 神奈川淡彩画会展
4/18～23 ［休］無し［内容］主催=神奈川淡彩画会
横浜美術館 ☎221-0300 A-71
横浜美術館開館30周年記念 Meet the Collection 
―アートと人と、美術館
4/13～6/23［休］木曜、5/7（但し5/2は開館）
［内容］1万2千点を超えるコレクションの中から、
「LIFE：生命のいとなみ」「WORLD：世界のかたち」
の2部構成のもと、絵画、彫刻、版画、写真、映像、工
芸等300点超を展示

・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。

前田麻里「星の街の物語」 F12
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阿部千鶴「薄紅の風」

青井滋子


