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梅雨時ですが、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4月15日現在のものです。）　

2019年 6月号

横 

浜
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横浜髙島屋美術画廊 ☎311-5111 C-⑨
－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
古希記念 八代 𠮷向十三軒 茶陶展
6/5～11［休］無し
片桐聖子展－月と夜と花と猫と－
6/12～18［休］無し［内容］絵画
若尾経 WAKAO KEI 青瓷展
6/12～18［休］無し 
日本陶芸美術協会選抜展
6/19～25［休］無し 
第10回 悠游会 〈彫刻・工芸〉
6/19～25［休］無し
作陶四十五周年記念 六代 浅見五郎助 茶陶展
6/26～7/2［休］無し 
山口眞人展
6/26～7/2［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14回 梅野会美術展
5/30～6/3［休］無し［内容］主催=梅野会 

リーブギャラリー ☎253-7805 A-76
中西繁展
5/27～6/2［休］無し 
吉田玲子展
6/3～9［休］無し［内容］油彩
三人展
6/10～16［休］無し［内容］宮崎、堀、新藤
つゆのはれ間の青空展
6/24～30［休］無し［内容］水彩、油彩

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［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
2019年度横浜金沢写真連盟・横浜金沢観光協会 合
同公募展
6/4～6/10 ［3F］
［主催］横浜金沢写真連盟［内容］「自由」と「金沢」2部
門の公募入選作品展 150点
公募 第22回 中美神奈川展
6/4～6/10 ［2F］
［主催］中央美術協会 神奈川支部［内容］油彩を中心
に水彩、日本画等 200号以下 約60点
第36回 よこはまファミリー写生大会 展覧会
6/7～6/10 ［B1F］
［主催］横浜市PTA連絡協議会［内容］横浜市PTA70
周年記念よこはまファミリー写生大会受賞作品展
第26回 鎌倉・横浜スケッチ展
6/11～6/16 ［3F］
［主催］鎌倉・横浜スケッチ会［内容］鎌倉及び横浜
でスケッチした水彩画のスケッチ 約250点
第21回 神奈川一陽展
6/11～6/16 ［2F］
［主催］一陽会 神奈川支部［内容］油彩、アクリル画、
水彩、版画、彫刻。50～150号 約30点

第6回 小林アトリエS展
6/12～6/16 ［1F］
［主催］小林アトリエS［内容］油彩、水彩、パステル 
約40点
第57回 日･朝友好展
6/18～6/24 ［3F］
［主催］日・朝友好展運営委員会［内容］日本人と在
日コリアンの文化交流を目的とする市民レベルの展
覧会
第21回 偶然展
6/18～6/24 ［2F］
［主催］グループ偶然［内容］油彩、日本画、版画、立
体彫刻、20名 計約50点
第31回 こうなん綜合美術展
6/19～6/24 ［1F］
［主催］こうなん文化交流協会美術部会［内容］美術
部会員の絵、書、手工芸など幅広いジャンルの作品 
約200点
Node －輻輳する結節点－
6/19～6/24 ［B1F］
［主催］森田 友希［内容］写真、テクスト、映像のエク
リチュール / 白に続くことばについて
第43回 神奈川独立美術展
6/25～7/1 ［全展示室］
［主催］神奈川独立美術の会［内容］100号～130号
の油彩を中心とした平面作品 約100点

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

櫻庭彦治《横浜･山手（外人墓地と港）》
1963年／油彩、キャンバス／ 111.8×161.3cm

●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
ヨコハマ薔薇展2019
6/8～16［休］月曜～金曜［内容］横浜市の市花「薔
薇」をテーマにした作品展。市川七重、齋藤歌織、新
井久美子、長瀬 初、出町麻衣子、岡田敬子、吉永有紀、
富山恵美子、萩原恭子、國本真理子、山下一美

神奈川近代文学館 ☎622-6666 A-⑮
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」草稿などから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「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

戸井田しづこ個展
6/12～17［休］無し［内容］アルキド樹脂絵の具で
描いた女性画作品
中村景児 個展
6/20～30［休］火曜［内容］ロングセラー絵本「グ
リーンマントのピーマンマン」の作画、イラストレー
ター中村景児氏の最新作品を展示
ATELIER K・ART SPACE ☎651-9037 A-⑨
森一浩展
6/8～22［休］月曜［内容］抽象、油彩12点
伊藤カイ展 ふに落ちぬまま ふに落とさぬまま
6/29～7/10［休］月曜［内容］立体大小10点
1010美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑩
都守太朗・細川明－Table Talk－
6/29～7/9［休］水曜［内容］半立体　

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［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」
カフェ・ギャラリーリンデン ☎532-5288 B-⑦
私のオンリーワン・リメイクで夏を愉しく迎えま
しょう！
6/5～16［休］月曜、火曜［内容］服や小物の展示、販売
画廊 楽 ☎681-7255 A-㉑
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）
小川美枝子水彩画展
6/3～9［休］無し［内容］水彩（会場 画廊楽Ⅰ）
水戸部クラスグループ展
6/3～9［休］無し［内容］水彩（会場 画廊楽Ⅱ）
紫陽花展
6/10～16［休］無し［内容］日本画、版画（会場 画廊楽Ⅰ）
神奈川東京新制作楽賞受賞者展
6/10～16［休］無し［内容］油彩（会場 画廊楽Ⅱ）
鈴木勁介個展
6/17～23［休］無し［内容］水彩、油彩（会場 画廊楽Ⅰ）
神奈川女流新会員展
6/17～23［休］無し［内容］油彩（会場 画廊楽Ⅱ）
Ｍ展
6/24～30［休］無し［内容］油彩、水彩、日本画 （会場 
画廊楽Ⅰ＆Ⅱ）
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、スカーフ等
ご近所のアーティスト展vol.22
6/4～15［休］月曜［内容］木版画、油彩、水墨画、色
鉛筆画、花のちぎり絵、陶芸、パステル画。ジャンル
の違う７人の作品展 
手作りきゃらSHOP
6/18～29［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
椋の会 6月展
6/11～17［休］無し［内容］油彩、水彩、木版画、七
宝、陶等
ギャラリー守玄齋 ☎201-7118 A-㉖
第22回 蒼芝文會展 6/21～25［休］無し［内容］書道
ギャラリーダダ ☎461-1533 C-②
おかもとゆみ色鉛筆水彩画展
5/29～6/4［休］無し［内容］水彩色えんぴつで描く
花、風景
「花のゆくえ」展
5/29～6/4［休］無し［内容］水彩、油彩、パステル、
テンペラ
斎藤道代油絵展
6/5～11［休］無し［内容］奥入瀬渓流風景、花
梢ファンタジーフラワー展
6/5～11［休］無し［内容］押し花、造花、ドライフラ
ワー作品
華墨会展
6/12～18［休］無し［内容］墨絵
見目雪子水彩画展
6/12～18［休］無し［内容］風景他
玉神輝美と Moonlit Garden 出版記念展
6/19～25［休］無し［内容］５月発刊の画集出版を
記念して、水彩、油彩、パステル、アクリル等
若葉恵子水彩画展
6/26～7/2［休］無し［内容］四季折々のモチーフや
シーンをハガキサイズから60号まで
柴崎敏子油彩画展
6/26～7/2［休］無し［内容］花
ギャラリーぴお B1 ☎681-5122 A-㉙
第18回AKI淡彩スケッチ展
6/6～11［休］無し［内容］横浜の風景他、約80名
162点のペン彩画展
gallery fu ☎070-6429-8597 A-㉛
古田裕 「インターネット ゾーンから：停/噴/選こ
れらの組合せ・沁」
5/28～6/9［休］月曜［内容］平面、立体

Art Gallery 山手 ☎628-0267 A-④
伊庭壮太郎 油彩画展
5/25～6/2［休］無し［内容］心象風景
小出真由美・河合真由美 二人展 第５回「魔法ギフ
ト展」
6/6～11［休］無し［内容］絵画、版画、アクセサリー
山下千鶴子・長澤まさ子 二人展『古布遊びとガラス』
6/13～18［休］無し［内容］和カルトナージュ、手び
ねりガラス
夏のいろどり展
6/20～25［休］無し［内容］夏をモチーフにした手
作りART展
飯田剛臣個展 作陶展
6/29～7/1［休］無し［内容］青磁
art Truth ☎263-8663 A-⑥
高橋敏彦漆展
5/30～6/9［休］火曜［内容］漆器等

花を描く 巨匠作家洋画展
5/28～6/3［休］無し 
神奈川ゆかりの作家たち 若手作家三人展
6/4～10［休］無し［内容］絵画
佐藤秀人油絵展
6/4～10［休］無し［内容］洋画
茶の湯の系譜展
6/11～17［休］無し［内容］茶道具
上條真三留油絵展
6/18～24［休］無し［内容］洋画
阿部観水日本画展
6/18～24［休］無し
蔡國華洋画展
6/25～7/1［休］無し
藤田武志・久美子「漆二奏展」
6/25～7/1［休］無し［内容］漆芸

三溪園 ☎621-0635 B-⑰
花しょうぶ展
6/10～16［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
ヨーロッパアンティーク テーブルウエア＆ランプ展
5/28～6/3［休］無し［内容］アンティーク

さ行

仲通りギャラリー ☎211-1020 A-47
ハマ展歴代会員賞受賞者展 前期
6/3～8［休］無し［内容］洋画会員11名・彫刻立体
会員7名による展覧会
ハマ展歴代会員賞受賞者展 後期
6/10～15［休］無し［内容］日本画会員10名・写真
会員9名による展覧会
第74回ハマ展仲通りギャラリー賞 受賞記念 藤井
クニヱ日本画展
6/17～22［休］無し［内容］日本画15点
爾麗美術 ☎222-4018 A-50
田端徹展
5/25～6/9［休］水曜［内容］インスタレーション
松田とーる展
6/15～30［休］水曜［内容］「ウツラ・ウツラ」の妄
想絵画

な行

鶴見画廊 ☎584-7208 B-㉑
池貴巳子 絵画展 
6/13～23［休］無し［内容］韓国の伝統絵画(民画)

た行

万国橋ギャラリー ☎201-8103 A-53
「Ｍ展・ハガキサイズの小品展」
6/25～7/1［休］無し［内容］武蔵野美術大学出身作
家による小品42点
f.e.i art gallery ☎325-0081 C-⑤
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
Suisui展
6/17～6/28［休］土曜、日曜、祝日［内容］身近な動
物の姿から制作する日本画家Suisui氏の個展
FEI ART MUSEUM YOKOHAMA 
 ☎411-5031 C-⑥
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
夫婦絵師展
6/6～21［休］月曜［内容］夫婦共に活躍している作
家たちというテーマで企画された展示会。田尾憲司・
阿部千鶴、 髙木大地・髙木彩、 谷川将樹・長谷川幾
与、 東儀悟史・東儀恭子、 劉 煐杲・藤井聡子

は行

五十嵐大地「未完の花園」
6/14～30［休］月曜［内容］油彩画 約10点

ギャラリーミロ ☎251-5229 A-32
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
科樹会木版画展
6/3～9［休］無し［内容］木版画グループ展。伊藤功他
ヨンニイ展
6/10～16［休］無し［内容］大橋奈美、大橋美和子、
五島瑞絵による油彩他
レ・パンソー展
6/17～23［休］無し［内容］広田稔先生の教室展。油
彩、水彩等
恵昇会日本画展
6/24～30［休］無し［内容］小島昇先生の教室展
ギャラリー Lei OHANA ☎941-6169 B-⑭
みちま姉妹展
6/1～2［休］無し［内容］手織り服、小物、中国紐ア
クセサリー
第1回 植物画展
6/14～16［休］無し［内容］ボタニカルアート（植物画）
ギャルリーパリ ☎664-3917 A-35
布施和佳子 -Holiday- 展
6/3～8［休］無し［内容］絵画
星みつえ × 竹田安嵯代
6/11～16［休］無し［内容］工芸
早川剛展
6/21～29［休］日曜［内容］日本画

ぎゃるりじん＆Chiyo’s ☎681-5900 A-36
宇田幸二・真由美
5/28～6/2［休］無し［内容］写真
ぐるーぷ99
6/4～9［休］無し［内容］水彩
花アトリエ咲 marieta
6/11～16［休］無し［内容］アートフラワー
TORIAEZU
6/18～23［休］無し［内容］水彩
ゴールデンギャラリー ☎201-7118 A-39
第22回 蒼芝文會展
6/21～25［休］無し［内容］書道

山手234番館 ☎625-9393 A-61
水彩画セブンスターズ
6/13～18［休］無し
横浜フォト写真展
6/20～25［休］無し
第３回 甲南大学有志写真展
6/28～7/2［休］無し
山手111番館 ☎623-2957 A-62
よみうりカルチャー細井教室絵画展
6/13～18［休］無し［内容］水彩、パステル画
西見瑛子油彩展「円と線」
6/21～25［休］無し［内容］抽象絵画
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7/15は開館）＊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人による作品展
「フォト2007」第14回 写真展
6/13～18［休］無し［内容］全日本写真連盟「フォト
2007支部」会員の自由な写真作品を展示

や行

みつい画廊 ☎261-3321（ハヤカワ画材店） A-59
矢野健個展
5/27～6/2［休］無し［内容］水彩 約45点
びいどろ会展
6/3～9［休］無し［内容］油彩、水彩、書、写真等
山川陽子 よさこい祭展
6/10～16［休］無し［内容］油彩、水彩等 約45点
平山礼子展
6/17～23［休］無し［内容］水彩等 約20点
練の会展
6/24～30［休］無し［内容］油彩、水彩等 約45点
みなとみらいギャラリー ☎682-2010 A-60
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
写真展 Collaboration
6/4～10［休］無し［内容］写真
第19回 墨調書展
6/5～9［休］無し［内容］書道
ハーダンガー刺繍展
6/5～10［休］無し 
第7回 緑青会日本画展
6/11～17［休］無し 
2019 富士秀景写真 神奈川展
6/11～17［休］無し［内容］富士山の写真
PIECE OF 写真展 Vol.6
6/18～23［休］無し 
第31回アトリエ15展
6/18～24［休］無し［内容］油彩
第24回 県展女流選抜展
6/25～7/1［休］無し［内容］絵画、グラスアート、工
芸作品等
第11回アドレ展
6/25～7/1［休］無し［内容］絵画
第10回 我流スケッチ会報告展
6/25～7/1［休］無し［内容］水彩

横浜市大倉山記念館 ☎544-1881 B-34
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
横浜市港南区民文化センター ひまわりの郷
 ☎848-0800 B-36
Anniversaries 高木共子個展
6/28～7/3［休］無し［内容］水彩
第26回 野庭写楽会写真展
5/31～6/5［休］無し［内容］写真 計60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
ハーモニー展
6/5～11［休］無し［内容］現代パステル協会代表、
岩井弘則先生に教わる仲間の作品展
第8回グループひかり展
6/27～7/2［休］無し［内容］油彩、色鉛筆
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ 
 ☎866-2501 B-40
第14回 彩の会展
5/28～6/3［休］無し［内容］日本画
第二回 悠遊会展
6/4～9［休］無し［内容］藤森先生に学ぶ受講生のハ
ガキ大水彩画 約200点
和紙ちぎり絵作品展
6/13～17［休］無し［内容］季節の花や風景等を、伝
統的な和紙で描いた作品展
第9回 碧の会展
6/12～6/17［休］無し［内容］油彩、水彩、パステル
全日本写真連盟 戸塚フォトクラブ・いずみ支部 合
同写真展
6/18～23［休］無し［内容］写真
第23回 写真クラブ「どんぐり」写真展・同時開催二
人展
6/25～7/1［休］無し［内容］会員19名による風景
写真38点展示、会員2名による二人展
横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-42
第20回 記念ヴァンテアン展
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
アートユニオン青葉合同写真展
6/4～10［休］無し［内容］青葉、都筑区を中心とする
フォトサークル4団体による合同写真展。約240点
第5回 精の会 合同展
6/11～17［休］無し［内容］麻美会、玉美会、新百合絵
画研究会、青の会による合同展覧会。10年目記念展
花紅会展
6/12～17［休］無し［内容］岩﨑桂花先生の指導を
受ける花紅会と宮前水墨画同好会会員17名前後の
水墨南画の最新作を展示
My Treasure ～20周年エッグアート作品展～
6/19～7/1［休］6/24［内容］エッグアート教室20
周年作品展。約300点
横浜市吉野町市民プラザ ☎243-9261 B-44
第25回フォトサロン97写真展
5/28～6/2［休］無し［内容］11名の会員による「私
の視点」と言う題目で撮影した作品
梨の会展
6/4～10［休］無し［内容］故高梨潔先生の門下生に
よる絵画展
田中一枝フラワースタジオデザイン展
6/15～16［休］無し［内容］フラワーアレンジメント
ぬり絵アートの会
6/19～23［休］無し［内容］大人の塗り絵
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
企画展「“道灌以後”の戦国争乱－横浜・上原家文書
にみる中世－」
6/15～7/31［休］月曜（祝日の場合は開館、翌日休
館)［内容］室町時代の関東のヒーロー・太田道灌の
子孫たちの生き方を、横浜市指定文化財・上原家文
書を糸口に読み解く

紙と知　上條陽子×崔弼圭
6/25～7/5［休］月曜［内容］紙を素材として作品を
制作している日本と韓国の作家、上條陽子氏と崔弼
圭氏の展覧会
ブラフ18番館 ☎662-6318 A-57
第35回 手作り絵本展
6/18～23［休］無し［内容］手作り絵本、イラスト

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。
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