横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 E-⑩
つづき写遊会・フォトサークルゆうゆう 写真展
1/6〜12［休］会期中無し
凉子の手作り部屋作品展
1/7〜12［休］会期中無し［内容］ちりめん細工・つ
るし飾り・創作市松人形等
横浜市立学校総合文化祭 ‑ 横浜市立小学校児童書写
展・横浜市立中学校書写展 ‑
1/16〜21［休］会期中無し［内容］硬筆・毛筆の学校
代表作品を展示
☎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。あわせて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

昔のくらしと年中行事‑ちょっとむかしのよこはま ‑
1/25〜3/23［休］月曜 ( 祝日の場合は翌日 ［
) 内容］
ちょっと昔の横浜のくらしの中で見られた年中行事
を通して、人々のくらしを考える

横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A第 28 回 道展
1/16〜21［休］会期中無し［内容］絵画

b2

横浜

や行

ギ ャ ラ リ ー

第 57 回横浜書道連盟同人展
1/23〜28［休］会期中無し
☎263-4127 A- c2
横浜バロック関内サロン
第 2 回横浜・音とアートの祭典 ‑ 横浜を代表する作
家たち ‑
1/18〜25［休］会期中無し
☎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］横浜ゆかりの日本画家・下村観山の画業を体
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

め ぐ り

2014 年

横浜美術館コレクション展第 3 期
「ともだちアーティスト」
10/5〜2/16［休］木曜、年末年始（12/29〜1/3）
［特集展示］写真展示室にてイタリアの写真家・写真
研究者ロレンツォ・メルロ氏旧蔵のコレクションよ
り、20 世紀の写真史を彩る約 70 点を紹介

1

月号

関連イベント：みんなでつくる写真展「私がみつけ
た横浜の年中行事」
1/25〜3/23［休］月曜 ( 祝日の場合は翌日 ［
) 内容］
現在からちょっと昔までの市内の年中行事写真を募
集・展示。
（募集は 1/19 まで）
1/25,26 は全展示入館無料
ロベール・ドワノー《アニタ嬢》
1951 年／ゼラチン・シルバー・プリント
30.1×24.4cm ／横浜美術館蔵

鉄町（中・下鉄）のどんど焼き（青葉区）

☎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

☎311-5111 D- ⑯
横浜髙島屋ギャラリー
神奈川県支部 草月いけばな展
1/15〜20［休］会期中無し

☎252-7240 A吉田町画廊
新春版画展
1/6〜12［休］会期中無し［内容］約 25 点

☎311-5111 D- ⑰
横浜髙島屋美術画廊
喜寿記念 清水達三展
12/25〜1/7［休］会期中無し［内容］日本画

磯野悦郎個展
1/13〜19［休］会期中無し［内容］油彩

5th Exhibition そんなり
1/8〜14［休］会期中無し［内容］日本画・洋画
鈴木富雄作陶展
1/8〜14［休］会期中無し

c2

横山晃治個展
1/20〜26［休］会期中無し［内容］水彩
火耀会作品展
1/27〜2/2［休］会期中無し［内容］火耀会
デッサン会参加者による展示

森田曠平《慶長のおとめ》
1984 年／リトグラフ／ 85.0×42.0cm

●横浜市民ギャラリーの収蔵作品を毎月紹介します

画集刊行記念 福井江太郎展 ‑ はじまりの色・はじま
りの白 ‑
1/15〜21［休］会期中無し［内容］日本画
大西醍 作陶展
1/15〜21［休］会期中無し
秋野亜衣展
1/22〜28［休］会期中無し［内容］日本画
熊本義泰作陶展
1/22〜28［休］会期中無し

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 ?
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。

当 館 の ホ ー ム ペ ー ジ は、1 月 下 旬 に

「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

リニューアル予定です。お楽しみに！
www.yaf.or.jp/ycag/

ジュールをご案内する情報誌です。

本年も、よろしくお願いいたします。

●
「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 11 月 25 日現在のものです。
）

王舒野 展 ‑ 分界なき世界・反造形の視覚 ‑
1/29〜2/4［休］会期中無し［内容］日本画
中村興市作陶展
1/29〜2/4［休］会期中無し

横浜市民ギャラリー

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。
神奈川県立地球市民かながわプラザ

☎896-2121

今月は写真展をクローズアップしてご紹介
します。ぜひお出かけください。

B-③

県民が見た世界遺産写真展
1/17〜3/23［休］月曜［内容］神奈川県民が国内外
で撮影した世界遺産の作品を展示

「フォト・ヨコハマ2014（1〜3 月）」開催中

2013 年度最優秀賞「遺跡を臨む」佐々木勲

☎628-0267 A-③ b4
Art Gallery 山手
PICK UP COLOR 雨のちにじいろ展
1/9〜19［休］1/14［内容］横浜美術短期大学（現・
横浜美術大学）卒業生のグループ展。いろをテーマ
にした絵画作品

第 5 回 猫・ねこ写真展 PART1
1/31〜2/9［休］会期中無し［内容］8 名のカメラマ
ンによるグループ展
☎231-1662 A-④ b1
アートスペースイワブチ
振りかえり見つめる展
1/6〜21［休］1/13、14［内容］油彩・水彩・日本画・
写真・彫刻

冬生展 12,1,2 月生まれ
1/23〜2/6［休］1/30［内 容］油 彩・水 彩・日 本 画・
写真・彫刻
☎263-8663 A-⑤ b4

art Truth
幸せの欠片展 井上奈奈、菅野由貴子、ツリタニユ
リコ
1/8〜19［休］火曜［内容］アクリル等
鳥垣英子個展
1/22〜27［休］会期中無し［内容］日本画
如月愛個展
1/29〜2/3［休］会期中無し［内容］ミクストメディア

☎955-3388 D-②
旭ギャラリー
新春絵画展
1/10〜26［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・パス
テル画 約 30 点
☎651-9037 A-⑦ c3
ATELIER K・ART SPACE
菅野美榮展 生きる色 . 赤
1/18〜31［休］1/20、27［内容］蜜蝋を使ったイン
スタレーション・平面等
☎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 (12/28〜1/3）
［内容］雑誌「ポケット」編集者
の鈴木徳太郎書簡を初公開。代表作誕生の経緯とひ
ろがりを紹介

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 (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 年コーナー）

☎201-0926 A-⑮ b2
神奈川県立歴史博物館
特別陳列「眞葛焼 ‑ 田邊哲人コレクションと館蔵の
名品 ‑」
1/11〜3/2［休］月曜（1/13 は開館）
［内容］横浜に
花開いたやきもの、眞葛焼の魅力を紹介
☎651-5471 A-⑯ c2
ガレリアセルテ
横浜市会芸術文化議員懇談会 会員展
1/19〜25［休］会期中無し

2014 関内アートスクール作品展パート I
1/26〜2/1［休］会期中無し
☎681-7255 A-⑲ c3
画廊 楽
チャリティー新春絵馬展
1/10〜18［休］会期中無し［内容］絵馬の展示・販売

睦遊会
1/20〜26［休］会期中無し［内容］日本画
☎681-6520 A-⑳ c3
Gallery ARK
新春サムホール展
1/9〜18［休］日曜［内容］油彩等
☎070-6429-8597
gallery and cafe fu
坂間真実個展「コメット」
1/14〜26［休］月曜［内容］着ることのできる立体
品。1/17、18、19 は升水絵里香によるダンスイベ
ントあり
☎431-8187 C-②
ギャラリー＆スペース弥平
第 7 回 彩游会
1/14 〜 20［休］会期中無し［内容］油彩・水彩
☎543-3577 C-④
ギャラリーかれん
活動ホームしもだ展
1/20〜25［休］会期中無し［内容］自主製品の展示
販売

暮らしの書 帯と遊ぶ
1/27〜2/1［休］会期中無し［内容］帯をテーマに気
軽に飾れる手作り書作品を展示販売
☎842-1428 B-⑤
ギャラリー伽羅
手作りきゃら SHOP
1/7〜2/1［休］日曜、月曜、木曜、祝日［内容］着物リ
フォーム服・バック・アクセサリー等
☎545-1105 C-⑤
ギャラリーこやま
新春色紙展〈絵＆書〉
1/11〜17［休］会期中無し［内容］都守太朗、村井勝
丘、森重悦子他による干支・花等の画・書

41 回新芸書道展
1/15〜20［休］会期中無し

10 人の油絵作品展
1/21〜27［休］会期中無し［内容］斉藤和子、安元知
子、吉川美津代ら 10 名による静物・風景
☎251-6177 A-㉕ c2
ギャラリー SHIMIZU
美醜のクラシックメーク WS
1/18［内容］鮮烈かつ上品なクラシックメークの
ワークショップ

日本画展
1/8〜14［休］会期中無し［内容］日本画 秋山ひろ
子他
白南風の会展
1/15〜21［休］会期中無し［内容］油彩・水彩等 太
田英博他
早春のお花畑展
1/15〜21［休］会期中無し［内容］水彩 鈴木寿美
子他
JWS 展
1/22〜28［休］会期中無し［内容］水彩 赤坂孝史他
小さな小さな絵の展覧会
1/29〜2/4［休］会期中無し［内容］油彩・水彩等 磯
村由季他
☎661-1060 Ａ-㉙ b3
ギャラリーパストレイズ
須田一政「ALBUM」
12/20〜2/15［休］
12/26〜1/9、日曜・月曜［内容］
フリーの写真家となる以前の断片的な作品を集め
展示
☎681-5122 A-㉚ b1
ギャラリーぴお
第 51 回 虹友書道展
1/22〜27［休］会期中無し［内容］県内でも十指に
入る展覧会。行草に主眼を置く

凌雲選抜書展
1/30〜2/4［休］会期中無し［内容］故・中山鶴雲先
生から派生した県内屈指の展覧会
☎681-5900 A-㊲ c3

ぎゃるりじん＆Chiyo's
川原康之 新春展
1/14〜19［休］会期中無し［内容］油彩

新春初笑い GENYO
1/21〜26［休］会期中無し［内容］水彩・パステル等
油彩 三人展
1/28〜2/2［休］会期中無し

51 回虹友書道展
1/22〜27［休］会期中無し
凌雲選抜書展
1/30〜2/4［休］会期中無し

B-⑦

☎621-0635 B-⑩
三溪園
三溪園で過ごす御正月 ‑ 横浜市指定有形文化財 鶴
翔閣公開
1/1〜3［休］会期中無し［内容］三溪園創設者・原三
溪の旧宅を公開。筝曲演奏など日替わりの催しあり

盆栽展
1/5〜19［休］会期中無し［内容］マツ・ウメ・カエ
デ等約 100 鉢を展示
☎662-2937 A-㊹ c2
せんたあ画廊
サロン・ド・彩
1/26〜2/8［休］会 期 中 無 し［内 容］関 内 ア ー ト ス
クールの講師作品展
☎813-1515 D-⑥
相鉄ギャラリー
田中己永 水彩画展「series 冬景色」
11/25〜2/2［休］1/1〜10、14、20、27
☎465-5515 D- ⑦
そごう美術館
籔内佐斗司展 やまとぢから
1/1〜22［休］会期中無し［内容］平城遷都 1300 年
祭のキャラクター「せんとくん」をデザインした彫
刻家・籔内佐斗司の 30 年以上におよぶ多彩な活動
を紹介

た行
☎584-7208
鶴見画廊
第 7 回 四季折々 品川成明個展
1/16〜27［休］1/21［内容］日本画

C-⑨

☎871-0980
戸塚ギャラリー
企画展
毎週水〜日曜［内容］油彩・水彩・版画

B-⑪

☎201-8103 A-

b2

ハマ展会員・会友受賞者展
1/21〜27［休］会期中無し［内容］日本画・写真・彫刻
1/28〜2/3［休］会期中無し［内容］洋画
☎325-0081 D-⑨
f.e.i art gallery
横地光展
1/14〜24［休］1/18、19［内容］華道相阿彌流家元、
主体美術協会会員でもある横地光の華道展

☎411-5031 D- ⑩

☎201-7118 A-㊵ b1

☎682-2010 A- a1
みなとみらいギャラリー
西区文化祭「創作展」
1/7〜13［休］会期中無し［内容］絵画・書・生け花等

香樹会展
1/17〜19［休］会期中無し［内容］書道

新春万福！お年賀展
1/14〜26［休］月曜［内容］約 40 名の作家によるお
年賀アート展

ま行

第 41 回光荘会青門書道展
1/29〜2/3［休］会期中無し

みつい画廊
c2
第 27 回グループ 88 展
1/6〜12［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・立体
等約 30 点
Ｍ展小品展 2014
1/13〜19［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・日本
画等約 50 点
久米浩 個展
1/20〜26［休］会期中無し［内容］写真約 40 点

第 7 回 三水会
1/28〜2/3［休］会期中無し［内容］NKK の OB によ
る同好会。絵画・写真・ステンドグラス等

横浜市栄区民文化センターリリス

や行
☎625-9393 A- b4
山手 234 番館
第 12 回ピンホールアート展
1/9〜14［休］会期中無し［内容］ピンホール写真

☎896-2000 B-⑲
第 8 回セブンフォトクラブ写真展「心に残る情景」
「企画展子安慕情」
1/8〜13［休］会期中無し［内容］元朝日新聞カメラ
マン石黒重光氏指導の会員による作品と子安慕情の
写真展

牧野瑠璃子と仲間たちパステル画展
1/16〜21［休］会期中無し

創作人形展（成田功子と仲間達）
1/8〜13［休］会期中無し［内容］創作人形・粘土工芸

T.GRACE
1/23〜28［休］会期中無し［内容］写真

門出の輝き展
1/15〜19［休］会期中無し［内容］押し花絵・フラ
ワーアレンジメント・つるし雛等

横浜市旭区民文化センター サンハート

☎364-3810

ロシナンテ油彩・水彩作品展
1/7〜13［休］会期中無し［内容］油彩・水彩

D-⑫

万騎が原わかば会絵画展
1/14〜20［休］会期中無し［内容］油彩・水彩
第 26 回希望が丘彩友会 水彩画展
1/22〜27［休］会期中無し

コドモアートキャラバンてんらんかい 2014 ふゆ
1/29〜2/2［休］会期中無し［内容］親子で作る造形
ワークショップの作品展示

第 108 回フジ芸術友の会展
1/28〜31［休］会期中無し［内容］書・水墨画

横浜市鶴見区民文化センターサルビアホール
D-⑬

2013 第 4 回神奈川フジカラーフォトグランプリ
1/23〜26［休］会期中無し［内容］写真コンテスト
作品展示
吊るし雛アート展覧会
1/29〜2/9［休］会期中無し［内容］伝統工芸作品展
横浜市磯子区民ホールギャラリー

☎750-2393

土筆書道会
1/7〜13［休］会期中無し［内容］書

2 人展（切り絵 / 灘口正洋、油彩 / 佐々木ゆう）
1/21〜27［休］会期中無し［内容］通所更生施設オ
リブ工房の灘口正洋と油彩画家佐々木ゆうの 2 人展
Photo” 瞬” 5 人展
1/28〜2/3［休］会期中無し［内容］5 人の写真作家
によるグループ展

B-⑰

ハワイアンキルト・マハナ
1/15〜20［休］会期中無し［内容］手芸
聖会
1/22〜27［休］会期中無し［内容］絵画
磯子区文化協会手工芸部
1/29〜2/3［休］会期中無し［内容］手工芸
横浜市神奈川区民文化センターかなっくホール

☎261-3321 A-

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 中学校の部
1/22〜27［休］会期中無し［内容］美術授業を中心
とする学習活動により制作された作品を展示

第 10 回里山写真クラブ作品展 ‑ 光あふれるフィー
ルドにて！ ‑
1/29〜2/3［休］会期中無し［内容］里山で見られる
野鳥、昆虫、花、キノコ等・風景

HuLeeJ bai 展
1/21〜27［休］会期中無し［内容］絵画

☎805-4000

は行
万国橋ギャラリー
彫刻 7 人展
1/13〜19［休］会期中無し

藤尾正明 個展
1/27〜2/2［休］会期中無し［内容］水彩約 40 点

横浜市泉区民文化センターテアトルフォンテ

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA

☎664-3917 A-㉟ b3
ギャルリーパリ
第 13 回 新春 21 世紀展
1/13〜30［休］日曜［内容］油彩・アクリル・平面・
立体

41 回新芸書道展
1/15〜20［休］会期中無し

☎261-5467

さ行

10 人 10 色の絵具箱展
1/8〜14［休］会期中無し［内容］油彩 石田とよ子他

ゴールデンギャラリー
49 回群象書人展
1/8〜13［休］会期中無し

黄金町エリアマネジメントセンター

2014 年の初詣でる展
1/1〜7［休］会期中無し［内容］7 名の若手アーティ
ストによる新春展覧会

☎461-1533 D-④
ギャラリーダダ
油絵のすすめ展
1/3〜7［休］会期中無し［内容］油彩

http://www.photoyokohama.com/

☎251-6937 A-② c2
art gallery,on the wind
新春招福展 2014
1/18・19・25・26 の 4 日間［内容］新春をむかえ招
福の願いをこめた作品展

☎201-7118 A-㉖ b1

凌雲選抜書展
1/30〜2/4［休］会期中無し

横浜をもっと楽しむ写真の国際イベント

あ行

ギャラリー守玄斎
49 回群象書人展
1/8〜13［休］会期中無し

☎440-1211 C-⑬
県立神奈川工業高校デザイン科 卒業制作展
1/11〜12［休］会期中無し［内容］プロダクトデザ
インやビジュアルデザインの作品

第 35 回横浜陶芸友の会作品展
1/14〜19［休］会期中無し［内容］器・オブジェ等。
養護学校の作品コーナーもあり
第 5 回写真展「窓」
1/14〜19［休］会期中無し［内容］町や里山、花等の
写真 50 枚

☎511-5711

鶴見区リフォーム祭
1/11〜12［内容］リフォーム展示会

C-⑭

Every Life‑ 日常の彩り 赤・黄・青 ‑
1/17〜20［休］会期中無し［内容］撮影者の日常の
出会いを写真で表現
水彩画グループ展
1/21〜24［休］会期中無し［内容］風景・静物・人物
本当のフクシマ写真展
1/25〜27［休］会期中無し［内容］原発事故から 3
年。福島の人々の苦悩と希望を写す
第 7 回鶴見区シルバーフェスタ
1/31〜2/2［休］会期中無し［内容］区内在住高齢者
の文化活動を発表する展覧会
横浜市戸塚区民文化センターさくらプラザ
有志写真展（富士見フォトクラブ）
1/7〜13［休］会期中無し

☎866-2501

遊美会展
1/15〜20［休］会期中無し［内容］日本画
第 11 回創展神奈川県支部展
1/21〜27［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・日本画
横浜市緑区民文化センターみどりアートパーク

☎986-2441

森の観測 SCENERY of YOKOHAMA
1/12〜25［休］会期中無し［内容］森日出夫氏の写
真展

