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初夏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3月15日現在のものです。）　
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横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ 
 ☎866-2501 B-40
瓢蟲社 同人写真展2019
4/30～5/6［休］無し
第14回デジカメボランティア会 横浜写真展
5/7～13［休］無し［内容］会員による作品 約100点
いきいき作品展
5/15～20［休］無し［内容］高齢者の作品展
「とつかの文化・芸術祭」
5/23～26［休］無し［内容］戸塚文化協会美術部、書
道部、華道部、陶芸部、彫金部の作品
第14回 彩の会展
5/28～6/3［休］無し［内容］日本画

横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-42
第5回JOY水彩スケッチ会展
4/30～5/6［休］無し［内容］水彩スケッチを楽しむ
会員約20名 約70点
第12回 田園写友会写真展
4/30～5/6［休］無し［内容］月例会で須山講師の講
評を受けた作品 約60点
2019第50回 神奈川二紀展
5/7～13［休］無し［内容］油絵、彫刻等 約75点
第40回 神奈川東京新制作絵画展
5/14～20［休］無し［内容］100～150号の抽象、具
象の油彩 約40点
青葉梢会 合同絵画展
5/21～26［休］無し［内容］清水梢太郎先生の青葉
地区絵画教室による合同絵画展 約120点
第20回ヴァンテアン記念展
5/29～6/3［休］無し［内容］絵画、写真、書、工芸、
模型、標本、音楽等 約100点
第12回 絵画技法材料研究会 作品展
5/28～6/3［休］無し［内容］油彩中心の作品展。技
法や材料に関する解説資料を併設展示 約40点　

横浜市吉野町市民プラザ ☎243-9261 B-44
第23回フォトサロン写真展
5/28～6/2［休］無し［内容］11名の会員による「私
の視点」と言う題目で撮った作品

横浜市歴史博物館 ☎912-7777 B-45
企画展「君も今日から考古学者！－横浜発掘物語
2019－」
4/6～6/2［休］月曜（祝日・振替休日の場合は翌平
日）［内容］横浜市域からの出土資料から考古学をわ
かりやすく展示。休日には発掘擬似体験も

リーブギャラリー ☎253-7805 A-76
きとうみちよ展
5/13～19［休］無し［内容］創作品
弥生会
5/20～26［休］無し［内容］油彩、水彩
中西繁展
5/27～6/2［休］無し

横浜髙島屋美術画廊 ☎311-5111 C-⑨
伝統工芸・神奈川会展
5/1～7［休］無し
松田重仁展 － 浮遊する水・和 －
5/1～7［休］無し［内容］彫刻
古希記念 加藤溪山 青瓷展
5/8～14［休］無し
関井一夫展
5/8～14［休］無し［内容］立体
Timeless 2019 伝統の展開とその美意識
5/15～21［休］無し［内容］平面
万緑展
5/22～28［休］無し［内容］絵画、工芸
鈴木玄太グラス展 
5/22～28［休］無し
－色絵シルクロード行－ 武腰一憲 陶芸展
5/29～6/4［休］無し
吉川かおり展 clay animal exhibition ｢水の底の
紫陽花」
5/29～6/4［休］無し

横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A-69
第35回アクア水彩画展
5/14～19［休］無し［内容］主催=アクア会
第21回「葉菜の会」ボタニカルアート展
5/23～28［休］無し［内容］主催=葉菜の会
第14回 梅野会美術展
5/30～6/3［休］無し［内容］主催=梅野会

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（火）但し5/2（木・休）
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

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」の油彩細密画 約25点

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86回 県展
5/1～5/6 ［全展示室］
［主催］神奈川県美術家協会
［内容］公募入選作品と県展会員･会友･ジュニアに

よる作品 約600点
第61回 二科神奈川支部展
5/8～5/13 ［全展示室］
［主催］二科 神奈川支部
［内容］油画大作を中心に絵画 約180点。公募学生

は出品料無料
第50回記念 彩象展（公募）
5/14～5/19 ［3F］
［主催］彩象美術協会
［内容］公募した油彩、日本画 約80点。優秀作品に

は各賞を授与
第36回 現代かながわ美術展
5/14～5/19 ［2F］
［主催］現代かながわ美術協会
［内容］各会派で活躍する会員の絵画･工芸･彫刻の

秀作70点の総合展示

公募 第36回 みずゑ展 
5/21～5/27 ［3F］
［主催］爽蒼美術協会
［内容］水彩･パステル画、20号～80号の作品 約

100点
第21回 華の墨絵会展
5/21～5/27 ［2FB］
［主催］華の墨絵会
［内容］風景や動植物などを題材に、自由に描いた水

墨画作品 約60点
美の精鋭たち 2019
5/21～5/27 ［B1F］
［主催］美の精鋭たち
［内容］ジャンルを超えた個々の心象風景の意図を

問い掛ける展覧会
第42回 ヨコハマ日曜画家展
5/29～6/3 ［全展示室］
［主催］特定非営利活動法人 横浜美術友の会
［内容］作品を全て展示する日曜画家のための絵画

公募展、36賞授与

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

塩田英二郎《ヘボン博士》
1978年／パステル、マジック、水彩、鉛筆、紙／ 72.5×102.5cm

●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, on the wind ☎251-6937 A-③
宮澤賢治挿絵原画展
5/3～5［休］無し［内容］絵本作家ゆみちゃんのプリ
ント・ オン・デマンド書籍の挿絵原画展。「猫の事務
所」「どんぐりとやまねこ」

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点を展観
企画展「没後20年 江藤淳展」
5/18～7/15［休］月曜（7/15は開館）［内容］「夏目
漱石論」草稿、江藤あて諸家書簡等、江藤の遺族から
寄贈された資料を中心に、江藤の生涯と業績を振り
返る

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は開館）、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
特別展「浄土宗七祖聖冏（しょうげい）と関東浄土教」
5/17～7/15［休］月曜［内容］常福寺（茨城県）の文
化財を公開。金沢文庫が管理する国宝「文選集注」も
特別公開

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」
前期：4/27～5/26  後期：5/30～6/23［休］月曜
（4/29、5/6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
博物館と川崎・砂子の里資料館の所蔵作品を通して
横浜の歴史を伝える

カフェ・ギャラリーリンデン ☎532-5288 B-⑦
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 楽 ☎681-7255 A-㉑
金澤三枝 個展
5/6～12［休］無し［内容］水彩（会場 画廊楽Ⅰ）
水戸部千鶴 個展
5/6～12［休］無し［内容］油彩、水彩（会場 画廊楽Ⅱ）
龍窯作陶展
5/13～19［休］無し［内容］陶芸（会場 画廊楽Ⅰ）
ハマの作家展
5/20～26［休］無し［内容］油彩、水彩（会場 画廊楽Ⅰ）
神奈川等迦会支部展
5/20～26［休］無し［内容］油彩（会場 画廊楽Ⅱ）
神奈川二科楽賞 受賞者展
5/27～6/2［休］無し［内容］油彩（会場 画廊楽Ⅰ）

ギャラリーKAN ☎641-4751 A-㉔
布あそび「着物をリメイクした洋服展」
5/21～26［休］無し［内容］リメイクした洋服、ベス
ト、チュニック、ブラウス、コート、スカート等 約
150点

ギャラリー伽羅 ☎842-1428 B-⑪
手作りきゃらSHOP
5/7～6/1［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。編みぐるみなど全て手作り作品

ギャラリーこやま ☎545-1105 B-⑫
押し花展
5/11～17［休］無し［内容］芦澤ヨネ子、上野文子、
菊地千晶、佐原恵美、山本百合恵ら12名による風景
や花の額絵等 50点

ギャラリーダダ ☎461-1533 C-②
白井光子 水彩画展
5/1～7［休］無し［内容］四季折々の自然の風景 
田中喜芳 水彩画展
5/1～7［休］無し［内容］ホームズ研究家が描く明細画
佐橋井久子と友人展 
5/8～14［休］無し［内容］滲みぼかしを生かして 
成見兄弟展
5/8～14［休］無し［内容］水彩と能面。成見聰（能面）
成見淳（水彩）
田中信子 作品展
5/15～21［休］無し［内容］童画
小林久夫 水彩画展
5/15～21［休］無し［内容］透明水彩、風景中心
表康子 水彩画展 
5/22～28［休］無し［内容］花と風景
木本宏子展
5/22～28［休］無し［内容］モノクロと色彩

Art Gallery 山手 ☎628-0267 A-④
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
油彩、アクリル、版画、石塑粘土等絵画と立体。10名
の作家による展覧会

伊庭壮太郎 個展
5/25～6/2［休］無し［内容］心象風景。油彩

art Truth ☎263-8663 A-⑥
小田沙馥枝 個展
5/8～13［休］無し［内容］版画
woodcut collection6～木よりいづるものたち～
5/15～20［休］無し［内容］木版画のグループ展
河野裕子 個展
5/22～27［休］無し［内容］油彩、アクリル
高橋敏彦 個展
5/30～6/9［休］火曜［内容］漆器作品 

ATELIER K・ART SPACE ☎651-9037 A-⑨
中村陽子展
5/18～30［休］月曜［内容］自分ですいた紙をプレ
ス機で刷った作品、手で擦りながら写しとった和紙
の作品 大小30点

岩崎ミュージアム・ギャラリー ☎623-2111 A-⑪
The Exhibition of KATAN ISHIKAWA
4/23～5/6［休］無し［内容］第427回企画展

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 
～染と刺繡のかがやき～」
4/27～6/2［休］5/7、13、20、27［内容］染や刺繡
の人間国宝作家作品、掛袱紗、花嫁衣装などの逸品
を紹介

そごう横浜店美術画廊 ☎465-5506 C-④
田中善明 油絵展
4/30～5/6［休］無し［内容］洋画
片桐剛 油絵展
4/30～5/6［休］無し［内容］洋画
近代工芸 逸品展
5/7～13［休］無し［内容］陶芸
－長谷川潔・浜口陽三・清水敦－メゾチントの系譜展
5/7～13［休］無し［内容］版画
那波多目功一 日本画展
5/14～20［休］無し
武腰潤 作陶展
5/21～27［休］無し
アンティークテーブルウェア展
5/28～6/3［休］無し
花の絵を描く 巨匠作家洋画展
5/28～6/3［休］無し 

さ行

仲通りギャラリー ☎211-1020 A-47
荻原誠功 水彩画展
5/6～11［休］無し［内容］水彩
三人展 瀬岡久美子･堀川純子・吉村静江
5/13～18［休］無し［内容］油彩、水彩
稲田博子展
5/20～25［休］無し［内容］油彩、水彩

爾麗美術 ☎222-4018 A-50
黒騎士展 第16回 2019・春 Ｉ星野鐡之（1939ー
2018） 小品展
4/27～5/6［休］無し［内容］個展
黒騎士展 第16回 2019・春 II 8人展
5/11～19 ［休］水曜［内容］安斎アヤ子、杉村倉太、
鈴木正道、永田晶彦、能登茂行、星野鐡之（1939ー
2018）、又村統、山本治美
田端徹展
5/25～6/9［休］水曜［内容］インスタレーション

な行

鶴見画廊 ☎584-7208 B-㉑
第26回コスモス会展
5/8～13［休］無し［内容］油彩。鶴見区在住の同好
メンバーによるグループ展
花かげ－瀧ケ崎千鶴 日本画展－
5/16～22［休］無し［内容］季節ごとの身近な草花
「Smile Smile 展 Part 2」
5/25～29［休］無し［内容］村松緑先生の指導によ
るグループ展

東急百貨店たまプラーザ店 4階アートサロン
 ☎903-2441 B-㉓
第8回 竹澤イチロー作品展
4/25～5/1［休］無し［内容］海外で活躍する作者の
現代アートを紹介
籔内佐斗司展
5/2～8［休］無し［内容］新作ブロンズ１作品、なら
びに本年度の干支作品などのブロンズコレクション
を展示販売
モダンフラワー インプレッション展
5/9～15［休］無 し［内 容］Neo Classic、Sweet、
Stylishの3つのテーマで描かれた作品 約30点
身野友之 油絵展
5/16～22［休］無し［内容］日本各地の古き佳き街
並み、人々の営みと大地、自然界につながる水辺等
の作品約20点を展示販売
浜口陽三と南桂子 銅版画展
5/23～29［休］無し［内容］メゾチント（マニエル・
ノワール）技法等、２人の銅版画家の作品

た行

f.e.i art gallery ☎325-0081 C-⑤
colour me pop ! 2019（カラー・ミー・ポップ）
5/9～22［休］土曜、日曜、祝日［内容］デザイン・イラ
スト作家のグループ展。加納江里子、そだきよし、西
谷拓磨、馬込博明、松浦カレー 。グッズ、書籍販売も
構想からの具現化 Vol.2
5/27～6/7［休］土曜、日曜、祝日［内容］構想から作品
になるまでの行程を展示。しょうじこずえ、SUISUI、
高梨麻世、谷澄子、中垣拓磨

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA 
 ☎411-5031 C-⑥
“あなにやし、えをとめを”女 展
5/10～26［休］月曜［内容］古事記にちなむ様々な
女性を描いた作品を出展。大森とこ、北川朔、寺野葉、
中園ゆう子、中西麻莉子、藤川さき、山崎カズヒコ、
吉澤舞子

は行

ギャラリーぴお B1 ☎681-5122 A-㉙
水彩スケッチ 益田和雄 個展～イタリアの小さな町
を巡る旅～
5/9～14［休］無し［内容］イタリア北部から中央部
までの昨年の旅のスケッチと、首都圏近郊等、日頃
のスケッチ
標本に "触る" 博物館 Think Square「イルカと水
の生き物展２」
5/16～21［休］無し［内容］水中の生き物の骨格標
本、触れて考える体験型思考展示

gallery fu ☎070-6429-8597 A-㉛
特別展「mother2 ー平成の聖母子像」
5/1～12［休］月曜［内容］10名の美術家が描き出
す「平成の聖母子像」
海老塚耕一「水の家」
5/14～19［休］月曜［内容］メゾチント、ドライポイ
ントによる版画に手彩色を加えた平面作品。世田谷
美術館で「それぞれのふたり一池田良二と海老塚耕
一」開催中（～7/21）
古田裕展
5/28～6/9［休］月曜［内容］平面 他

ギャラリーミロ ☎251-5229 A-32
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
改元記念～初めの一歩～
5/13～19 ［休］無し［内容］新しい元号を祝し気鋭
の作家達が出展
蒼秀会 日本画展
5/20～26 ［休］無し［内容］ハマ展日本画部有志に
よる恒例の展覧会
川上四郎展
5/27～6/2［休］無し［内容］横浜のリトル＝ダ・ヴィ
ンチ展

ギャラリー Lei OHANA ☎941-6169 B-⑭
心を編む vol.3展 Lunar Heavenly
5/1～3［休］無し［内容］レース編み、アクセサリー
の展示、販売

ギャルリーパリ ☎664-3917 A-35
ティンガ・ティンガアート展
4/26～5/6［休］無し［内容］アフリカンアート、雑貨
谷垣博子展
5/8～14［休］日曜［内容］平面絵画
上野憲一展
5/15～21［休］日曜［内容］平面絵画

下向惠子展
5/24～30［休］日曜［内容］平面絵画
ぎゃるりじん＆Chiyo’s ☎681-5900 A-36
イゴタ・伊藤二人展
5/21～26［休］無し［内容］立体、平面

宇田幸二・真由美
5/28～6/2［休］無し［内容］写真
ゴールデンギャラリー ☎201-7118 A-39
第12回 雄翔書芸院展
5/9～14［休］無し
第45回 清硯書展
5/16～21［休］無し

山手234番館 ☎625-9393 A-61
2019年第17回「ピンホールアート展」
5/2～6［休］無し［内容］写真
「六人展」
5/9～14［休］無し［内容］写真、ボタニカルアート、
シルクスクリーン、似顔絵
MUK写真展＋1
5/17～21［休］無し
第3回ユーコープ労働組合文化祭
5/23～26［休］無し［内容］水彩、写真、川柳等
　
山手111番館 ☎623-2957 A-62
中島羽笛・花のギャラリー
5/2～7［休］無し［内容］日本画、水彩画、版画
横浜本牧陶芸グループ展
5/9～14［休］無し
第一回 横浜趣陶会作品展
5/16～21［休］無し［内容］陶芸
高橋久美子 開運吉祥花文字作品展
5/24～28［休］無し
　
横浜開港資料館 ☎201-2100 A-64
カメラが撮らえた横浜－古写真にみる開港場とその
周辺－
4/27～7/15［休］月 曜（但 し4/29、5/6、7/15は
開館）、5/7 ＊6/4は展示資料替えのため、企画展示
室閉室［内容］開港160周年記念の企画展示第2弾。
開港直後から明治初年に横浜へ来た外国人によって
撮影された「古写真」により開港場横浜と周辺の風
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 全日本写真連盟 八景写友会支部・八景写友
会写真展
5/15～21［休］無し［内容］出展者20名
第33回 金沢区書道協会展
5/30～6/3［休］無し［内容］金沢区の書道愛好家 
40人
　
横浜市大倉山記念館 ☎544-1881 B-34
横浜（大倉山スケッチ会）・高知（倫の会）第21回 合
同水彩画展
5/14～20［休］無し［内容］横浜と高知のメンバー
による水彩と淡彩
水彩スケッチ 第12回 至水会展
5/28～6/3［休］無し［内容］東京、横浜中心の風景
水彩画 約90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
第53回 白のつどい展
5/1～7［休］無し［内容］油彩中心の作品発表会。長
部正司、金子朔子、池崎景子
県立鶴見高校OB美術展
5/8～14［休］無し［内容］OBによる美術展。林亘、
谷合浩典、山口和子
第7回 鶴見フォトクラブ写真展
5/16～21［休］無し［内容］自由作品54点と課題作
品「水のある風景」26点。藤川豊彦、千葉榮作、谷合
健二
第12回 熊谷組悠友会横浜支部 悠友展
5/22～28［休］無し［内容］熊谷組OB、縁故者によ
る展示会

や行

みなとみらいギャラリー ☎682-2010 A-60
港横浜 辰己組きり絵展
4/30～5/6［休］無し
トルコ細密画作品展 11
5/2～5［休］無し［内容］細密画とエブルの作品
櫻華会かな書展
5/3～5［休］無し
岩橋格のマンダラの世界
5/7～13［休］無し［内容］着物等に写真を張った作品
第15回つづき淡彩画会展
5/7～13［休］無し［内容］水彩
こども造形教室アトリエ・アルバス展
5/8～12［休］無し［内容］幼児から高校生までの絵
画、立体造形作品
よみがえれ魚たちよ!!
5/14～19［休］無し［内容］カラー魚拓
ComputerGraphicsGarden/コンピューター・グ
ラフィックス・ガーデン展
5/14～20［休］無し

HIKARI・絵
5/14～20［休］無し
神奈川ゆりの会 深雪アートフラワー展
5/22～27［休］無し 
真澄展
5/22～27［休］無し［内容］書道
第6回ロザフィコンクール 2019
5/24～26［休］無し［内容］ペーパークラフト
みんなでつくる海の写真展～伊豆海洋公園の海 
vol.6～  
5/29～6/2［休］無し［内容］海中写真等
グラスリッツェン作品展
5/29～6/2［休］無し［内容］ガラス工芸

Atsushi Shibata Art solo exhibition
5/28～6/2［休］無し［内容］柴田敦個展。鉛筆画、白
と黒の世界 写実画

ブラフ18番館 ☎662-6318 A-57
第5回 花ある暮らし展 陶と水彩画のコラボ展
5/2～6［休］無し
陶芸教室十色作品展
5/9～14［休］無し
山田早映子 水彩画展
5/15～20［休］無し
アトリエたちの動物園
5/24～26［休］無し［内容］動物をモチーフとした
作品展

ま行

・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2018～2019」に対応しています。

『プラスチック・ボックス』展 展示風景
日本橋高島屋コンテンポラリーアートスペース 

撮影.山本 糾 1997制作

上野憲一／爽風／F20

作：宮澤賢治、絵：ゆみちゃん

丹野郁子／油彩画 山崎カズヒコ『降臨』2019作F6ミクストメディア


