横浜市神奈川区民文化センター かなっくホール

☎440-1211 B-㉓
フォトクラブ F 写真展 2015‑ 一期一会を求めて ‑
1/27〜2/2［休］会期中無し［内容］一瞬の美をとら
える感性を大切に、写真を楽しむ仲間の力作展

横浜都市発展記念館
☎663-2424 A- b4
オリンピックから半世紀 あこがれの「団地」
−高
度成長とベッドタウン横浜
10/11〜1/12［休］月曜（祝日の場合は翌日）
、年末
年始［内容］
「団地」をテーマに、高度成長を迎えた横
浜のあゆみをふりかえる

横浜

や行

ギ ャ ラ リ ー

横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ

め ぐ り

☎866-2501 C-㉔
第 19 回 友美会絵画展
1/6〜12［休］会期中無し［内容］会員 21 名による
風景・静物・人物等を描いた作品約 60 点

大阪憲三油彩画展
1/6〜12［休］会期中無し［内容］山野風景画（大型）等

《夏休みのラジオ体操（洋光台）
》
昭和 47 年（神奈川新聞社提供写真）

横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A第 36 回写 GIRL 展
1/8〜13［休］会期中無し［内容］写真

第 7 回文化刺繍作品展
1/14〜19［休］会期中無し［内容］約 60 点
遊美会展
1/20〜26［休］会期中無し［内容］楽しく描く事を
前提とし、めざすは「気韻生動」
横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-㉖
瀬畑 亮 セロテープアート ® 展 2015 in あざみ野
‑ セロテープ ® の “イマ” と “ミライ” ‑
1/14〜24［休］会期中無し［内容］セロテープ ® で
つくった動物やお花や抽象作品等、大小さまざまな
「驚きのアート作品」約 100 点。セロテープ ® の歴史
と文化も紹介
Fellow Art Gallery vol.16 清井了支展
1/11〜4/30［休］1/26、2/23、3/23、4/27［内容］
障がいのあるアーティストたちの表現を紹介する小
ギャラリー展示。今回は清井了支 ( せいい・さとし )
のミクロの世界を描いているような表現が特徴の抽
象絵画作品を紹介
横濱酒房＆GALLERY 銀の鍵亭

b3

2015 年

第 29 回道展
1/15〜20［休］会期中無し［内容］絵画
第 58 回横浜書道連盟同人展
1/22〜27［休］会期中無し
横浜美術館
☎221-0300 A- b2
横浜美術館開館 25 周年「ホイッスラー展」
12/6〜3/1［休］木 曜（12/25 は 開 館）
、12/29〜1/2
［内容］アメリカに生まれ英仏で活躍し「唯美主義」
を主導した画家であり、日本の浮世絵や工芸品から
影響を受けたジャポニスムの画家としても知られる
ジェームズ・マクニール・ホイッスラー（1834〜
1903）
。油彩・水彩・版画約 130 点を展覧

1

月号

横浜市民ギャラリーの収蔵作品を毎月紹介します

横浜美術館コレクション展 2014 年度第 2 期
12/5〜3/1［休］木曜（12/25 は開館）
、12/29〜1/2
［内容］
「1. 抽象画̶戦後から現代」
「2. 光と影̶都市
との対話」
「写真展示室 . 光と闇̶現代の都市風景」

☎090-9323-3576 C-㉕
ノンナのお針箱展 Vol.3
1/9〜19［休］1/13、14、15［内容］ちりめんのお細
工物・和小物・バッグ等

横浜市吉野町市民プラザ
☎243-9261 C-㉖
第 59 回夢育会書道展
1/14〜19［休］会期中無し［内容］漢字、かな等によ
る屏風仕立作品・墨象・木彫による作品・本会手作
りのパネルに仕立てた半紙判小作品（〜中学生）等
横浜髙島屋美術画廊
☎311-5111
百花繚乱
12/24〜1/6［休］会期中無し ( 内容）日本画
酒器展
12/24〜1/6［休］会期中無し
室越健美展
1/7〜13［休］会期中無し ( 内容）洋画

A-

金村修《
「Keihin Machine Soul」より》1996 年

横浜ユーラシア文化館
☎663-2424 A- b4
古代エジプト ファラオと民の歴史
‑ 東海大学のエジプトコレクション ‑
1/31〜4/5［休］月曜［内容］古代エジプトの歴史の
表舞台に立つファラオ（王）たちを支えた民の生活
とその精神性を探る

肥沼 守・根岸洋子 2 人展
1/14〜20［休］会期中無し

吉田町画廊
☎252-7240 A新春版画展
1/5〜11［休］会期中無し［内容］約 25 点

塚本治彦 作陶展
1/14〜20［休］会期中無し

木版画展
1/19〜2/1［休］会期中無し［内容］3 人展

森兵五《津久井湖》
1987 年／油彩、キャンバス／ 145.5×112.5cm

●ホームページで作品解説をご覧いただけます

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 ?
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

c3

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。

元村 平展
1/21〜27［休］会期中無し［内容］洋画
天坊昌彦 作陶展
1/21〜27［休］会期中無し
三ツ井為吉 作陶展
1/28〜2/3［休］会期中無し
北川健次展
1/28〜2/3［休］会期中無し

（市民ギャラリーの情報誌、年 3 回発行）
「ヨコハマ・ギャラ
「アートヨコハマ」

リー・マップ 2014.7〜2015.6 版」とあわせてご活用ください。

広告募集 !

（掲載されている展覧会情報は 2014 年 11 月15 日現在のものです。
）

美術愛好家の皆様に広く読まれている
「横浜画廊散歩」に広告を出しませんか？
詳しくはお問合せください。

TEL : 045-315-2828

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 )
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/

ホームページでも情報公開 !

http://ycag.yafjp.org/

※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 2014.7〜2015.6 版」と連動しています。

1〜3 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。

お正月写真展
1/10〜16［休］1/13［内容］お正月をテーマにした
写真 ( 企画展 )

★この欄と同色のものが写真展です。

横浜をもっと楽しむ写真の国際イベント

ギャラリー伽羅
☎842-1428 C-⑥
手作りきゃら SHOP
1/6〜31
［休］
日曜、
月曜
［内容］
着物リフォーム服・バッ
ク・パッチワーク小物・干支の羊・アクセサリー等
ギャラリーこやま
☎545-1105 B-⑦
H27 新春色紙展〈画＆書〉
1/11〜17［休］会期中無し［内容］花・風景・干支等
の色紙約 20 点。太田秀雄・都守太朗・村井勝岳他
10 人の油絵作品展
1/21〜27［休］会期中無し［内容］花・静物・風景等
の油彩 25 点。朝倉一枝・石井光代・小澤せつ子他

「フォト・ヨコハマ2015（1〜3 月）」開催中
http://www.photoyokohama.com/

ギャラリー守玄齋
☎201-7118 A-㉚ b3
第 50 回記念 群象書人展 1/8〜13［休］会期中無し

あ行

第 43 回新芸書道展 1/15〜20［休］会期中無し

Art Araq Asia Gallery（AAA Gallery）

☎664-3907 A-① b5

新年特別展覧会 干支展「未」
1/10〜16［休］火曜［内容］毎年開催される干支が
テーマの展覧会
猫町展 vol.5
1/17〜30［休］火曜［内容］猫だらけの展覧会

立体＆ハンドメイド展
1/31〜2/6［休］火曜［内容］ジャンルは問わない、
立体作品とハンドメイドの展覧会
art gallery, on the wind
☎251-6937 A-③ c3
新春招福展 2015
1/17、18、24、25［内容］新春をむかえ招福の願い
をこめた作品を展示販売
Art Gallery 山手
☎628-0267 A-④ b5
Pick up Color あか展
1/15〜25［休］1/21［内容］横浜美術短期大学卒業
生 6 名の作家による絵画展

第 5 回司波竹舟書作展 1/23〜27［休］会期中無し
横山賢二《富士山（岩本山公園）
》2011 年

流れるインク展 vol.4
1/17〜30［休］1/20,27［内 容］ペ ン 画・細 密 画 の
手法による絵画・イラスト
ATELIER K・ART SPACE
☎651-9037 A-⑨ c4
菅沼 稔展
1/17〜31［休］1/19［内容］平面（油彩）大作 4 点・
デッサン 1 点
☎680-4033
1010 美術 1010Art Gallery
姚 小全展
1/24〜2/1
［休］
水曜
［内容］書。“漢字が動く”Dancing
Characters

エリスマン邸
第５回陶芸教室きらく展
1/4〜8［休］会期中無し

☎211-1101 A-⑫ b5

国際交流親子生け花体験教室
1/10〜12［休］会期中無し
なかアート教室作品展
1/19〜23［休］会期中無し

か行

田島愛及《陽色にうつる間に》2014 年

第 6 回猫・ねこ写真展 PART1
1/30〜2/8［休］会期中無し［内容］ピンホールカメ
ラ、デジタルカメラ、携帯カメラ等で撮影した８名
の作品展

神奈川県民ホールギャラリー ☎662-5901 A-⑯ b4
神奈川県民ホール開館 40 周年記念展 八木良太展
「サイエンス / フィクション」
12/21〜1/17［休］12/29〜1/3［内容］サウンドや映
像を巧みに駆使したインスタレーションで評価が高
い気鋭のアーティスト・八木良太の最大規模の個展
ガレリア セルテ
☎651-5471 A-⑲ b3
八杉誠二郎生前遺作展
1/11〜17［休］会期中無し［内容］水彩・時事漫画・
似顔絵等
画廊 楽
☎681-7255 A-㉒ c4
絵馬展
1/14〜25［休］会期中無し［内容］キャンバスに描
いた絵馬

島村恵美《光》
（3 点組のうち 1 点）2014 年

art Truth
☎263-8663 A-⑥ b5
art Truth collection 展
1/7〜12［休］会期中無し［内容］油彩・アクリル・
立体等
渡辺洋子個展
1/21〜26［休］会期中無し［内容］アクリル画
Art Baboo146
☎228-8146 A-⑦ b4
お久しぶり SP ! New&Old
1/3〜9［休］1/6［内容］オールジャンル ( 企画展 )

Gallery ARK
☎681-6520 A-㉓ c4
新春サムホール展
1/8〜17［休］日曜［内容］油彩等。池上弾・梅野顕司・
上田耕造他
関口雅文・廣岡茂樹お面展
1/22〜31［休］日曜
ギャラリーかれん
☎543-3577 B-⑥
アートワーク無眩大展
1/19〜24［休］会期中無し［内容］絵画・アクセサ
リー・洋服・バック等
ゆめつむぎ展
1/26〜31［休］会期中無し［内容］裂き織等

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA

さ行
せんたあ画廊
☎662-2937 A-㊿ b3
新春の常設展
1/4〜23［休］会期中無し［内容］油彩・日本画・水彩・
版画等
サロン・ド・彩展
1/26〜2/14［休］会期中無し［内容］関内アートス
クールの教室展と講師の方々の作品
そごう美術館
☎465-5515 A西洋絵画の世界 バロックからバルビゾンまで ‑ 山
寺 後藤美術館コレクション展 ‑
1/1〜25［休］会期中無し［内容］神話や聖書、古典
文学から題材をとったバロック・ロココの時代の作
品にはじまり、産業革命以降、あるがままの自然の
光景を題材として描いたバルビゾン派の画家たちの
作品まで、16 世紀から 19 世紀までのヨーロッパ絵
画約 70 点を展示

ギャラリーダダ
☎461-1533 A-㉛
人気作家年末年始絵画即売会
12/24〜1/6［休］12/30、31、1/1、2［内容］油彩・
水彩・日本画

そごう横浜店美術画廊
☎465-5506
茶道具逸品展 1/6〜12［休］会期中無し

日本画のすすめ展
1/7〜13［休］会期中無し［内容］13 人のグループ展

平松礼二日本画展 1/13〜19［休］会期中無し

A-

立川広巳油絵展 1/6〜12［休］会期中無し

白南風の会展
1/14〜20［休］会期中無し［内容］洋画家たちによ
る小品展

谷川泰宏展 1/20〜26［休］会期中無し［内容］洋画

早春のお花畑展
1/14〜20［休］会期中無し［内容］新進作家 12 人に
よる透明水彩

秀美展 1/27〜2/2［休］会期中無し

平澤薫 水彩画展
1/28〜2/3［休］会期中無し［内容］風景画中心
阿部麗 水彩画展
1/28〜2/3［休］会期中無し［内容］季節の花や静物
GALLERY hide&seek
☎439-3951
書道展 1/15〜20［休］会期中無し

B-⑩

ギャラリーぴお
☎681-5122 A-㉟ b3
第 50 回記念 群象書人展 1/8〜13［休］会期中無し
ギャラリーミロ
☎251-5229 A-㊲ c3
二紀会神奈川支部員による小品１月展
1/12〜18［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・彫刻
百葉展
1/19〜25［休］会期中無し［内容］日本画。若手作家
達の作品展
春田景子展
1/26〜2/1［休］会期中無し［内容］絵手紙・油彩・書
ギャラリー元町
☎663-7565 A-㊳ c5
飯田友理・岩本寿世展
12/30〜1/4［休］会期中無し［内容］陶芸
布施拓朗展 1/13〜18［休］会期中無し［内容］陶芸
池上宗太郎展
1/27〜2/1［休］会期中無し［内容］現代美術

新春まんぷく！お年賀展
1/9〜24［休］月曜［内容］約 30 名の日本画を中心
とした作家によるグループ展

な行
日本郵船歴史博物館
☎211-1923 A- b3
企画展「日本郵船歴史博物館収蔵品展Ⅱ 船員の記
憶、船の記録」
11/22〜3/15［休］月曜（祝日の場合は翌日）
、12/30
〜1/4［内容］4 万点余りの収蔵品の中から未公開も
しくはこれまで展示する機会の少なかった資料を中
心に展示

FUJIMURA CONTEMPORARY ART.

紫苑 ‑1.17 想いを寄せて ‑
1/16〜20［休］会期中無し［内容］発生から 20 年と
なる「阪神・淡路大震災」を中心に「新潟県中越大震
災」
「東日本大震災」の大震災の写真や交流パネルの
展示会。当時の写真や定点写真などを展示

☎641-3070 A-

☎222-2828
放送ライブラリー
トムス・エンタテインメント アニメと歩んだ 50 年
展 昭和〜平成 時代を飾ったアニメたち
‑「ビッグ X」
「ルパン三世」
、そして「弱虫ペダル」へ ‑
12/11〜2/15［休］月曜（祝日の場合は翌日）12/29〜
1/3［内容］手塚治虫氏原作の『ビッグＸ』(1964) に
始まったトムス・エンタテインメントのアニメ制作
は、今年で 50 周年を迎えた。その間制作された名作
の数々は、まさに「昭和から平成を飾ったアニメた
ち」と言える。同社のアニメ作品を通じて「昭和から
平成のアニメと時代の流れ」を一望できる企画展

原作：モンキー・パンチ ©TMS

ま行
みつい画廊
☎261-3721 A- c3
第 28 回グループ 88 展
1/5〜11［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・立体
等約 30 点

や行
山手 234 番館
☎625-9393 A- b5
第 13 回ピンホールアート展
1/9〜13［休］会期中無し［内容］モノクロ撮影した
作品展。T シャツへのプリントなど立体展示を含め、
観て、触って、楽しめる会場作り

b5

《震災二日後の朝 石巻》2011 年 3 月 13 日

‑ 輝ける開港文化とジャポニスム ‑ 現代に華ひらく
着物クラシックドレス展
1/23〜28［休］会期中無し［内容］クラシック着物
ドレス、フラワーコーディネート及び明治期のクラ
シックドレスに関わる歴史考察の展示
横浜開港資料館
☎201-2100 A- b4
近代日本学のパイオニア ‑ チェンバレンとアーネス
ト・サトウ
10/22〜1/12［休］月曜（祝日の場合は翌日）
、年末
年始、資料整理日［内容］開港後の横浜で外国人たち
がおこした近代日本学を発展させた二人の活躍を、
日本での暮らしぶりや周囲の人びととの交流を通し
て紹介
横浜市磯子区民ホールギャラリー
いそかぜ書道会
1/6〜12［休］会期中無し

☎750-2393

C-⑳

ニッコールクラブ 横浜ズーミング支部
1/14〜19［休］会期中無し［内容］写真
聖会
1/21〜26［休］会期中無し［内容］絵画
磯子区文化協会手工芸部
1/28〜2/2［休］会期中無し

爾麗美術
☎222-4018 A- b4
爾麗美術展Ⅰ
1/10〜25［休］1/14、21［内容］版画：タカハシタ
ツロウ・アクリル：高專寺 赫・ドローイング：瀧本
光國・写真：横山和江・水彩：小島素子・喜多村 紀

横浜市神奈川区民文化センター かなっくホール

☎440-1211 B-㉓
県立神奈川工業高校デザイン科 卒業制作展
1/10、11［内容］デザイン科 3 年生によるビジュア
ルデザインやプロダクトデザインの作品

は行
《93- 夏》2014 年 9 月

お手製の針穴カメラで撮影した作品

写真展（じゃぱねすく） 根本唯雪
1/15〜20［休］会期中無し［内容］写真

第 36 回横浜陶芸友の会作品展
1/13〜18［休］会期中無し
第 1 回「GA・GA の会」絵画展
1/13〜18［休］会期中無し［内容］水彩グループ展
ぶどうの会 ‑ 新日本画、水彩画、ボールペン画 ‑
1/20〜26［休］会期中無し

第 14 回新春 21 世紀展
1/16〜29［休］日 曜［内 容］国 内 外 50 名 あ ま り の
アーティストによるグループ展

第 43 回新芸書道展 1/15〜20［休］会期中無し

b5

ネイト・ジョルジオ展
1/7〜29［休］1/13、14、19、20、26、27［内 容］マ
イケル・ジャクソン公認のポートレート作家の最新
作日本初公開

日本新聞博物館
☎661-2040 A- b4
2014 年報道写真展
1/10〜3/29
［休］
月曜
（祝日の場合は翌日）
、
12/29〜1/5

f.e.i art gallery
☎325-0081 A鶴田美香子 切り絵展
1/19〜30［休］土曜、日曜［内容］花や蜘蛛の巣、葉
脈など自然をモチーフにした作品

カトレア水彩画展
1/29〜2/3［休］会期中無し
山手 111 番館
☎623-2957 A自由作品展
1/7〜10［休］会期中無し［内容］陶芸

朴香淑作品展 1/27〜2/2［休］会期中無し

鶴見画廊
☎584-7208 B-⑱
平野俊一 個展
1/15〜24［休］1/20［内容］日本画。たおやかな花
の風情を描写した作品

エレメントの会水彩画展
1/22〜27［休］会期中無し

草場一壽 陶彩画展
1/29〜2/9［休］月曜［内容］陶器でできた焼き物絵
画作品

ギャルリーパリ
☎664-3917 A-㊵ b4
野口明美 銅版画展 12/23〜1/3［休］12/31、1/1

ゴールデンギャラリー
☎201-7118 A-㊺ b3
第 50 回記念 群象書人展 1/8〜13［休］会期中無し

A-

外山寛子展 1/20〜26
［休］
会期中無し
［内容］
日本画

た行

風景画展
1/21〜27［休］会期中無し［内容］グループ展

☎411-5031

第 11 回里山写真クラブ作品展 ‑ 光溢れるフィール
ドで！ ‑
1/21〜26［休］会期中無し［内容］身近なフィール
ドで見られる昆虫、野鳥等の様々な生き物や風景を、
半切の大迫力で紹介
《結い》2014 年

《白馬》2011 年

