横浜市栄区民文化センターリリス

☎896-2000

第 17 回フォトスマイル本郷 写真展
12/10〜15［休］会期中無し［内容］風景中心

B-⑲

ステンドグラス展
12/11〜16［休］会期中無し［内容］ランプ、パネル、
X'mas の小作品等
平成 25 年度横浜市立学校総合文化祭 4 校種図画工
作・美術・書道作品展 特別支援教育部門 ‑ つたえた
い ぼくのきもち わたしのおもい 作品展 ‑
12/18〜24［休］会期中無し［内容］特別支援学校、
小・中学校個別支援学級、通級指導教室の作品展
横浜市戸塚区民文化センターさくらプラザ

☎866-2501

第 4 回とつかお結び広場
11/27〜12/1［休］会期中無し［内容］水彩・彫刻・
写真・書道・工芸
斎東正之写真展「ギンザ・リフレクション」
「リバー
サイド」
11/27〜12/2［休］会期中無し

田原喜久江・森下大輔 2 人展
12/4〜9［休］会期中無し［内容］写真

魔女とその仲間展
12/17〜22［休］会期中無し［内容］油彩
川へのドア展
12/18〜22［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・彫刻
第 16 回サンフォーカス '94 写真展
12/24〜28［休］会期中無し
E-⑩

青葉区民芸術祭作品展 [ 前期 ]
12/3〜8［休］会期中無し
［内容］華道・美術工芸・書道。茶席の開催もあり
青葉区民芸術祭作品展 [ 後期 ]
12/10〜15［休］会期中無し［内容］絵画・文芸・写真
横浜四大学連合写真展
12/16〜22［休］会期中無し
☎243-9261 D-⑱
横浜市吉野町市民プラザ
第三回竹生印人会篆刻展
11/26〜12/1［休］会期中無し
☎912-7777 E-⑪
横浜市歴史博物館
「市指定文化財の “はにわ” たち」
「横浜の遺跡展 古
代都筑郡の考古学」
12/7〜1/13［休］月曜（祝日の場合は翌日）
、年末年
始（12/28〜1/4）
［内容］横浜市指定文化財の “はに
わ” を紹介。同時に、市内遺跡の調査成果を中心に、
奈良・平安時代の集落の様子を紹介
☎311-5111 D- ⑰
横浜髙島屋美術画廊
今井眞正展
11/27〜12/3［休］横浜髙島屋休業日

笹井史恵漆芸展
11/27〜12/3［休］横浜髙島屋休業日
松井ヨシアキ展
12/4〜10［休］横浜髙島屋休業日［内容］洋画
内林武史展
12/4〜10［休］横浜髙島屋休業日［内容］立体

酒器展
12/18〜24［休］横浜髙島屋休業日
喜寿記念 清水達三展
12/25〜1/7［休］横浜髙島屋休業日［内容］日本画
横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A第 35 回写 GIRL 展
11/28〜12/3［休］会期中無し［内容］写真

め ぐ り

b2

第 34 回馬車道を描く日曜画家展
12/7〜13［休］会期中無し

2013 年

第 32 回馬車道写真コンクール入賞作品展
12/7〜13［休］会期中無し
☎263-4127 A- c2
横浜バロック関内サロン
平山健雄ガラス作品展
12/6〜11［休］会期中無し［内容］横浜マイスター
のステンドグラス作家の作品展

12

月号

☎221-0300 A- a1
横浜美術館
生誕 140 年記念 下村観山展
12/7〜2/11［休］木曜、年末年始（12/29〜1/3）
［内容］横浜市ゆかりの日本画家観山の画業を体系
的に紹介し、近代日本画における観山の独自性を浮
き彫りにする

恒陽彩会水彩画 10 周年記念展
12/11〜16［休］会期中無し

☎910-5656

ギ ャ ラ リ ー

山下まゆみ展
12/18〜24［休］横浜髙島屋休業日［内容］日本画

横山明子ちぎり絵展
12/18〜25［休］会期中無し［内容］フィレンツェで
活躍する国際的な作家の作品展

第 10 回水彩画サークル〈みずえもん〉展
12/3〜9［休］会期中無し

横浜市民ギャラリーあざみ野
第 46 回公募 竹青社書展
11/21〜12/1［休］11/25

横浜

襲名記念 六代上田直方茶陶展
12/11〜17［休］横浜髙島屋休業日

や行

☎663-2424 A- b3
横浜ユーラシア文化館
開館 10 周年記念特別展「遣唐使は見た！ ‑ 憧れの
国際都市 長安 ‑」
11/1〜1/13［休］月曜（祝日の場合は翌日）
、年末年
始（12/28〜1/3）
［内容］遣唐使が何を目指し、何を
見聞し、何を請来したのか、その実態に迫る
☎252-7240 A- c2
吉田町画廊
ペンで描く私たち展 1st.
11/25〜12/1［休］会期中無し［内容］足助久美子
スケッチ教室展

ら行
☎253-7805 Aリーブギャラリー
小澤淳展
11/25〜12/1［休］会期中無し［内容］水彩

貸ギャラリー OPEN !

馬車道駅より徒歩 1 分

高い天井と自在な照明、外光が降りそそぐガラス貼りのゆるやかな
エクステリア。ゆったりと作品を鑑賞できるアートスペースです。
壁面：18 m

利用料金

床面積：51m2 天井高：3.1ｍ

月曜日〜土曜日の６日間

問い合わせ先

120,000 円（税別）

045-211-1020 http://www.nakadori-gallery.com

ギャラリー見学、ご相談などお気軽にお問い合わせください。

横浜市中区南仲通 4-39-2 箕田ビル 1F

c2

三人展
12/2〜8［休］会期中無し［内容］松井高弘 / ステン
ドグラス・江塚玲子 / 抽象画・内山さと / 創作人形

五十嵐英壽《チューサン接岸》
1956 年／ゼラチン・シルバー・プリント／ 47.6×31.8cm

佳楽田展
12/9〜15［休］会期中無し［内容］水彩・絵手紙・色
えんぴつ画

●横浜市民ギャラリーの収蔵作品を毎月紹介します

横浜には 140 を超える画廊、展示施設があるのはご存知ですか ?

横山晃治と仲間達展
12/16〜22［休］会期中無し［内容］水彩 20 点

ギャラリー

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。

5月から発行した「横浜画廊散歩」、い
かがですか？皆様に活用され、よちよ
ち歩きですが育っています。ありがとう
ございます。来年もよろしくお願いいた
します。
横浜市民ギャラリー

●
「ヨコハマ•ギャラリー•マップ 2013.7〜2014.6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 2013 年 10 月 25 日現在のものです。
）

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 )
231-0023 横浜市中区山下町 2 産業貿易センタービル 1F
TEL:045-224-7920 ／ FAX:045-224-7928 ／ URL: www.yaf.or.jp/ycag/

ホームページでも情報公開 !

www. ya f . or . j p / y c a g/

※各ギャラリーの右端の表記は、別紙「ヨコハマ•ギャラリー•マップ 2013.7〜2014.6 版」と連動しています。

あ行
☎251-6937 A-② c2
art gallery,on the wind
ハッピークリスマス展
11/30、12/1、7、8 13:00〜18:00［内 容］心 の こ
もったプレゼント作品の展示販売

Art Gallery 山手
近藤圭 横山令子 作陶展
12/3〜8［休］会期中無し

☎628-0267 A-③ b4

2013 中島志緒作品展
12/10〜15［休］会期中無し［内容］日本画
第 8 回クリスマス展
12/17〜25［休］会期中無し［内容］絵画・クリスマ
スリース・ガラス・アクセサリー等
☎231-1662 A-④ b1
アートスペースイワブチ
金美展
12/2〜8［休］会期中無し［内容］油彩・水彩

彩展
12/9〜15［休］会期中無し［内容］油彩・水彩
ゆく年くる年小品展
12/18〜24［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・写真・
版画・彫刻
☎263-8663 A-⑤ b4
art Truth
鈴木ひろみ個展
11/27〜12/2［休］会期中無し［内容］木版画

乙辺敦子個展
12/4〜9［休］会期中無し［内容］油彩
瀧田さりなキャンドル展
12/13〜23［休］12/17
☎955-3388 D-②
旭ギャラリー
蔡國華展
12/6〜23［休］会期中無し［内容］油彩・パステル
風景・人物約 30 点
☎651-9037 A-⑦ c3
ATELIER K・ART SPACE
松浦延年展
12/7〜22［休］月曜［内容］平面・油彩

エリスマン邸
水彩・油彩絵画展
12/1〜6［休］会期中無し

☎211-1101 A-⑩ b4

絵本原画展 Lolipop Dream
12/9〜11［休］会期中無し
第 4 回きらく展
12/13〜15［休］会期中無し［内容］陶芸
書展 宮墨展
12/20〜22［休］会期中無し
折り紙によるコラージュ展示
12/24〜28［休］会期中無し
☎622-5002 A-⑪ b4
大佛次郎記念館
テーマ展示「
『鞍馬天狗』誕生 90 年」
11/20〜3/16［休］月曜（祝日の場合は翌日）
、年末
年始［内容］雑誌「ポケット」編集者の鈴木徳太郎書
簡を中心に、代表作「鞍馬天狗」誕生の経緯を明らか
にする

か行
☎622-6666 A-⑫ b4
神奈川近代文学館
新収蔵資料展 2013 年
11/30〜1/26［休］月曜（12/23、1/13 は開館）
、年
末年始（12/28〜1/4）
同時開催：
「文学の森へ 神奈川と作家たち」展 第２部
芥川龍之介から中島敦まで（付：大佛次郎没後 40 周
年コーナー）

神奈川県民ホールギャラリー ☎662-5901 A-⑬ b3
第 60 回神奈川県高等学校美術展
11/27〜12/1［休］会期中無し
［内容］絵画・彫刻・工芸・デザイン等約 800 点
2013年12月2日〜2014年9月末まで全館休館予定
神奈川県立地球市民かながわプラザ

☎896-2121

B-③

カリノオモテ ‑ 仮面の文化 ‑
10/12〜12/8［休］月曜［内容］仮面展と仮面儀礼
を写した石川直樹写真展の 2 部構成
☎201-0926 A-⑮ b2
神奈川県立歴史博物館
こもんじょ ざんまい ‑ 鎌倉ゆかりの中世文書 ‑
10/5〜12/1［休］月曜（祝日は開館）
［内容］源頼朝や源義経などの有名武将の文書をは
じめ、寺社に秘蔵されてきた珍しい古文書を展示

☎641-4751 A-㉓ c3
ギャラリー KAN
「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
12/3〜15［休］12/9［内容］10 人のグループ展。つ
るし飾り・手編みのセーター・帽子等 500 点
☎842-1428 B-⑤
ギャラリー伽羅
植田ほずみとアトリエきゃら教室水彩画展
12/3〜8［休］会期中無し［内容］先生と生徒の作品
約 25 点

手作りきゃら SHOP
12/10〜25
［休］
日曜、
月曜、
祝日
［内容］
着物リフォー
ム服・アクセサリー・クリスマス＆正月用作品等
☎545-1105 C-⑤
ギャラリーこやま
畠山督子あみもの作品展
12/1〜7［休］会期中無し［内容］ジャケット・セー
ター等小物 50 点

☎651-5471 A-⑯ c2
ガレリアセルテ
田中泰道・田中千代子二人展
11/25〜12/1［休］会期中無し［内容］山岳画・ボタ
ニカルアート

手づくり展
12/11〜17［休］会期中無し［内容］石井朝美 / 手ぬ
いの帽子、金子千恵子 / 押し花、島崎まり / 七宝、吉
永孝夫 / 陶画・陶小物

鈴木崇夫個展
12/2〜8［休］会期中無し［内容］アーネストクラブ
会員

手しごと展
12/19〜24［休］会期中無し［内容］絵・写真・陶芸・
七宝等

丸木慎一郎・幸子作品展
12/9〜15［休］会期中無し［内容］造形の美しさ（慎
一郎）と創作の美しさ（幸子）

☎251-6177 A-㉕ c2
ギャラリー SHIMIZU
立体展 2013
11/26〜12/2［休］会期中無し［内容］立体 グルー
プ展

Exhibition of December
12/16〜22［休］会期中無し［内容］現代工芸美術グ
ループ展
☎681-7255 A-⑲ c3
画廊 楽
遊展
11/25〜12/1［休］会期中無し［内容］12 名による
日本画

神奈川独立選抜展
12/2〜8［休］会期中無し［内容］油彩
ピュアフル展
12/16〜22［休］会期中無し［内容］油彩 グループ展
☎681-6520 A-⑳ c3
Gallery ARK
山本冬彦が選ぶ若手作家小品展
11/28〜12/7［休］日曜［内容］油彩・水彩等

アニマート展
12/12〜21［休］会期中無し［内容］油彩・水彩等
☎070-6429-8597
gallery and cafe fu
清水玲個展「平で和やかなコンポジション」
11/19〜12/1［休］月曜［内容］インスタレーション

石田真吾個展「ASOBI‑ おもしろくてちょっぴり怖
い幻想遊空間 ‑」
12/3〜15［休］月曜［内容］平面と立体
琲鳥子個展「どこかにあるあの王国」
12/17〜25［休］会期中無し［内容］アクリル画
☎641-2275 A-㉑ b4
ギャラリーオオノ
第 6 回ふたり展
11/26〜12/1［休］会期中無し［内容］芳本美代子
と日下部幸枝の織物・古布・染物・焼物等

ハンドメイド アクセサリー REGALO 作品展
12/3〜8［休］会期中無し［内容］浅原ふみよ制作の
天然石アクセサリー
ギャラリーかれん
フラワーコルテ手仕事展
12/9〜14［休］会期中無し

☎543-3577

C-④

西野マサ子展
12/16〜21［休］会期中無し［内容］裂織りと和服リ
メーク

ゆきの会
12/9〜14［休］会期中無し［内容］手づくりの
バッグ・袋物・アクセサリー等

☎465-5506 D-⑧
そごう横浜店美術画廊
うるしの道展
11/26〜12/2［休］会期中無し

☎251-5229 A-㉜ c2
ギャラリーミロ
八人会墨彩画展
11/25〜12/1［休］会期中無し

小池壮太洋画展
11/26〜12/2［休］会期中無し

いとうやすこ作品展
12/2〜8［休］会期中無し［内容］手織り作品

現代根付彫刻展
12/3〜9［休］会期中無し

た行

神奈川独立美術選抜小品展
12/2〜8［休］会期中無し［内容］油彩

☎584-7208 C-⑨
鶴見画廊
ナイスガイ展
11/27〜12/2［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・
パステル画等

ボールペンアート展
12/9〜15［休］会期中無し
小品 12 月展
12/16〜22［休］会期中無し［内容］二紀会神奈川支
部員によるグループ展
☎941-6169 E-⑦
ギャラリー Lei OHANA
崇尾とリリーのコラボ展
12/22〜23［休］会期中無し［内容］神絵と光の写真
展。崇尾青見 鈴木リリー
☎664-3917 A-㉟ b3
ギャルリーパリ
生方純一個展
11/25〜12/7［休］日曜［内容］油彩
☎201-7118 A-㊵ b1
ゴールデンギャラリー
30 回産経神奈川百選展
11/28〜12/3［休］会期中無し

山田りえ日本画展
12/12〜21［休］会期中無し

☎661-2040 A-㊼ b3
日本新聞博物館
「手から手へ」展 ‑ 絵本作家から子どもたちへ 3.11
後のメッセージ ‑
10/26〜12/23［休］月曜（祝日の場合は翌日）
☎211-1923 A-㊽ b2
日本郵船歴史博物館
平 成 25 年 度（第 50 回）全 国 中 学 生 海 の 絵 画 コ ン
クール入選作品展
11/12〜12/8［休］月曜（祝日の場合は翌日）
［内容］応募作品 3,268 点中、入選作品 44 点を氷川
丸船内へ展示

芳林小品展
12/5〜10［休］会期中無し

☎201-7118 A-㉖ b1
ギャラリー守玄斎
30 回産経神奈川百選展
11/28〜12/3［休］会期中無し

ぴおシティ書道コンクール
12/14〜16［休］会期中無し

☎201-8103 A万国橋ギャラリー
宮内達夫展
11/26〜12/2［休］会期中無し［内容］木版画

南門ミニ書作展
12/23〜26［休］会期中無し

アトリエ KENRYO 教室展
12/3〜8［休］会期中無し［内容］油彩・水彩

ぴおシティ書道コンクール
12/14〜16［休］会期中無し
南門ミニ書作展
12/23〜26［休］会期中無し
☎461-1533 D-④
ギャラリーダダ
廣田幸子水彩画展
11/27〜12/3［休］会期中無し

まり絵展
11/27〜12/3［休］会期中無し［内容］多田まり絵
の水彩等
若命清美展
12/4〜10［休］会期中無し［内容］パステル
松金克子展
12/4〜10［休］会期中無し［内容］水彩
アートフェスティバル選抜展
12/11〜17［休］会期中無し［内容］油彩・水彩等
二人展
12/11〜17［休］会期中無し［内容］油彩・ステンド
グラス
結 yui 日本画展
12/18〜24［休］会期中無し
門田知佐子展
12/18〜24［休］会期中無し［内容］童画
油絵のすすめ展
12/25〜29［休］会期中無し
☎563-5898 C-⑦
ギャラリー日吉
紫苑の会
12/4〜6［休］会期中無し［内容］草木染め・手織り・
彫金

は行

黄金町エリアマネジメントセンター

☎261-5467

B-⑦

ワンデイバザール
12/8［内容］毎月第２日曜日恒例の地域とアートの
イベント

さ行
☎846-3987 B-⑨
さくら画廊
さくら画廊年末絵画展
12/5〜22［休］12/10、11、17、18［内容］水彩・パ
ステル等約 40 点
☎621-0635 B-⑩
三溪園
財団設立60周年記念特別展 今村紫紅展‑横浜のいろ
11/2〜12/8［休］会期中無し［内容］横浜出身の近
代画家・今村紫紅の、新しい日本画の息吹を感じさ
せる作品を紹介

紅葉の古建築公開‑物語のある古建築 横笛庵、林洞庵
11/23〜12/15［休］会期中無し［内容］平家物語、
忠臣蔵にゆかりの建物の内部を、その沿革・由緒等
とともに紹介
☎465-5515 D- ⑦
そごう美術館
知られざるミュシャ展 故国モラヴィアと栄光のパリ
10/19〜12/1［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・
ポスター等約 160 点。30 点以上が日本初公開

第 11 回かながわ・よこはま こどもアート大賞
12/6〜8［休］会期中無し［内容］神奈川県内の未就
学児童から中学生までが描いた作品約 200 点
再興第 98 回 院展
12/12〜28［休］会期中無し［内容］日本美術院の公
募展。同人作品と受賞作品のほか、神奈川県在住作
家の入選作約 80 点

b2

☎201-2100 A- b3
横浜開港資料館
企画展「宣教医ヘボン ‑ ローマ字・和英辞典・翻訳聖
書のパイオニア ‑」
10/18〜12/27［休］月 曜（12/23 は 開 館）
、12/24
［内容］幕末の横浜に宣教医として来日したヘボン
の活動とその影響をたどる

横浜市磯子区民文化センター杉田劇場

☎771-1212 B-⑯
第 8 回淨彩展（淨眞会／ダヴィンチ会合同作品展）
12/4〜8［休］会期中無し［内容］水彩画等

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA

☎411-5031 D- ⑩
アトリエ 21 展
11/26〜12/8［休］月曜［内容］東京藝術大学同期 3
人によるグループ展

西川洋一郎展
12/11〜22［休］月曜［内容］デジタルプリントによ
る版画作品
B-⑫

温習展（仮称）
12/9〜22［休］12/16［内容］パステル。テーマは
クリスマス

ま行
☎261-3321 Aみつい画廊
描の会展
11/25〜12/1［休］会期中無し［内容］油彩

山川茂個展
12/2〜8［休］会期中無し［内容］油彩
平山礼子展
12/9〜15［休］会期中無し［内容］水彩

二水会
12/12〜18［休］会期中無し［内容］絵画
絵手がみ 布遊古会
12/20〜26［休］会期中無し
☎337-0011 Ｄ-⑭
横浜市岩間市民プラザ
第 14 回蝸墨会水墨画展
11/26〜12/2［休］会期中無し

アトリエ・グラフィティー第6回作品展 ‑My dream‑
12/4〜8［休］会期中無し［内容］小物・タペストリー

☎325-0081 D-⑨
f.e.i art gallery
笠原芳幸展
11/25〜12/23［休］土曜、日曜、祝日［内容］日本画

☎895-8998

フラワーサークル スプリングベル
12/5〜10［休］会期中無し［内容］フラワーアレン
ジメント

☎440-1211 C-⑬
MOA 美術館神奈川県児童作品展 ‑ 美育の秋を楽し
もう ‑
11/28〜12/1［休］会期中無し［内容］小学生を対
象とした絵画の公募作品

無心に織る＋適塾展
12/17〜21［休］会期中無し［内容］織物

ふれあいショップさんぽみちギャラリー

☎750-2393 B-⑰
浜彫面友会
11/28〜12/3［休］会期中無し［内容］木彫・面彫

横浜市神奈川区民文化センターかなっくホール

二翠会展
12/10〜16［休］会期中無し［内容］淡彩

中川清・水彩画展（仮称）
11/25〜12/8［休］会期中無し

☎625-9393 A- b4
山手 234 番館
ポテトプリントで彩る☆静寂なるクリスマス☆
12/1〜25［休］会期中無し［内容］ポテトプリント
作品

横浜市磯子区民ホールギャラリー

な行

吉田卓史個展
12/4〜13［休］会期中無し［内容］油彩 15 点

芳林小品展
12/5〜10［休］会期中無し

や行

c2

タルタルーガ展
12/10〜15［休］会期中無し［内容］油彩・水彩。人物・
風景等約 30 点
横浜馬車道倶楽部 第 1 回写真展 ‑ 私の心魅かれた被
写体たち ‑
12/17〜23［休］会期中無し
2013 金沢八景茜写友会写真展
12/17〜23［休］会期中無し［内容］自然風景・スナッ
プ等
日本医家綜合美術展
12/24〜28［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・日
本画・版画
横浜市栄区民文化センターリリス

☎896-2000 B-⑲
横浜栄楽クラブ写真分科会・第 13 回写真展
11/26〜12/2
［休］
会期中無し
［内容］
18名のグルー
プ展

澄＊押し花クラブ作品展
11/28〜12/1［休］会期中無し［内容］土・日体験会
あり
第 17 回鍛冶ヶ谷写真同好会写真展
12/3〜8［休］会期中無し
キャンバス ‑ 私の好きな１枚 ‑
12/3〜8［休］会期中無し［内容］写真
平成 25 年度成果展示会
12/4〜8［休］会期中無し［内容］昨年度かながわ考
古学財団が発掘調査した遺跡の出土品展示

