横浜市栄区民文化センターリリス

☎896-2000 B-⑲
第 6 回フォト悠遊写真展
5/20〜25［休］会期中無し［内容］横浜市民写真教
室の仲間による写真展

フォト一輪草 写真展
5/20〜25［休］会期中無し［内容］風景・スナップ等
Monʼ Sketch 展
5/28〜6/2［休］会期中無し［内容］T. 画楽と仲間た
ちによるスケッチ約 80 点
横浜市鶴見区民文化センターサルビアホール
絵手紙とひょうたんのコラボ展
5/9〜11［休］会期中無し

☎511-5711

C-⑭

第７回熊谷組悠友会横浜支部 悠友展
5/13〜19［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・写真・
書道・工芸・模型等
鶴見木版画の会
5/22〜26［休］会期中無し［内容］新たな手法で作
り上げた作品多数
フォトサークル虹の会 写真展
5/27〜6/2［休］会期中無し［内容］全国各地の風景
や人の表情等
横浜市戸塚区民文化センターさくらプラザ
写真クラブ「どんぐり」第 14 回写真展
5/6〜12［休］会期中無し

☎866-2501

第 41 回会員選抜清硯書展
5/6〜12［休］会期中無し

横浜

第 50 回記念 大和円照寺山村御流いけばな展
5/14〜19［休］会期中無し［内容］花展

や行

ギ ャ ラ リ ー

☎311-5111 D- ⑰
横浜髙島屋美術画廊
〜自然の生命〜 第 6 回 中谷 晃展
4/30〜5/6［休］会期中無し［内容］絵画

橋詰正英 作陶展
4/30〜5/6［休］会期中無し

め ぐ り

無意識の直覚 吉田多最 日本画展
5/7〜13［休］会期中無し
推磁 神農 巌 陶展
5/7〜13［休］会期中無し
鍋田尚男 ガラス展
5/14〜20［休］会期中無し

2014 年

赤膚焼 七代 尾西楽斎展
5/14〜20［休］会期中無し
喜寿記念 四代 西村徳泉 茶陶展
5/21〜27［休］会期中無し
「はじめまして百貨店 野見山暁治 です」
5/28〜6/3［休］会期中無し［内容］洋画

5

月号

横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A- b2
第 9 回梅野会美術展
5/29〜6/2［休］会期中無し［内容］朝日カルチャー
センター、油絵梅野クラスのグループ展
☎221-0300 A- a1
横浜美術館
開館 25 周年記念 魅惑のニッポン木版画
3/1〜5/25［休］木曜［内容］収蔵作品を中心に現代
作家の作品を加えた約 220 件を通じて、幕末から現
代にいたる各時代の木版表現の粋を紹介（※会期中
一部展示替あり）

第十四回 葉の会書作品展
5/16〜18［休］会期中無し
戸塚文化協会創立 30 周年記念 春の文化祭：美術展
5/20〜26［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・切り絵
フォトサークル オーロラ 第 18 回作品展
5/20〜26［休］会期中無し［内容］写真

斎藤清《凝視》

1962 年（昭和 37） 多色木版 53.0×38.7cm
横浜美術館蔵（斎藤清氏寄贈）

第 34 回カルデラ展
5/27〜6/2［休］会期中無し［内容］油彩

林敬二《緑風根岸》
1988 年／油彩、キャンバス／ 72.5×60.5cm

●横浜市民ギャラリーの収蔵作品を毎月紹介します

ら行

パッチワークキルト・作品展
5/30〜6/1［休］会期中無し
横浜市民ギャラリーあざみ野
第 7 回田園写友会写真展
4/29〜5/4［休］会期中無し

ランチ 1,620 円〜、ご宴会コース 5,940 円〜

☎910-5656

E-⑩

第一回カナソウトリエンナーレ
4/29〜5/4［休］会期中無し［内容］神奈川総合高校
の卒業生、在学生による様々な作品

☎253-7805 Aリーブギャラリー
内藤敏子・竹花洋子 二人展
5/12〜18［休］会期中無し［内容］日本画

c2

石田象童と失語症の方の書道教室展
5/19〜25［休］会期中無し［内容］水墨画
てんてん第 19 回水彩画展
5/26〜6/1［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

四季の会 絵画展
4/30〜5/4［休］会期中無し［内容］油彩・水彩等。
一年間の成果を発表
第 81 回県展（公募）
5/9〜18［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・日本画・
工芸・写真・ドラマティックアート・ジュニアアート
ハマ展第70回記念会員・会友展 ‑第9回春季ハマ展 ‑
5/19〜25［休］会期中無し［内容］ハマ展会員・会友
276 名の洋画・日本画・彫刻立体・写真
☎311-5111 D- ⑯
横浜髙島屋ギャラリー
生誕 120 年 武井武雄展
4/23〜5/5［休］会期中無し［内容］童画・版画・刊
本作品等

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

ギャラリーの新規登録 2 件

ジュールをご案内する情報誌です。

W!

NE

●
「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。

・Art Baboo146 （…今月号展覧会情報有）
・横濱酒房＆GALLERY 銀の鍵亭
当館 HP の「展覧会 / 施設検索」も
どうぞご覧ください。
http://ycag.yafjp.org/

（掲載されている展覧会情報は 2014 年 3 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: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 2013.7〜2014.6 版」と連動しています。

あ行
☎628-0267 A-③ b4
Art Gallery 山手
猫の展覧会
4/26〜5/11［休］会期中無し［内容］パステル・水彩・
アクリル画・木彫り・銅版画等

矢口美子 水彩画展
5/15〜20［休］会期中無し
八田富釉 うつわ展
5/22〜27［休］会期中無し［内容］陶芸
田代里見・横山桂子ふたり展
5/29〜6/3［休］会期中無し［内容］白磁と木のうつわ
☎231-1662 A-④ b1
アートスペースイワブチ
五月展
5/7〜13［休］会期中無し［内容］油彩・水彩。女性 5
人のグループ展

パッチワークキルト展
5/29〜31［休］会期中無し
☎050-1048-3998
Art Baboo146
企画展 モノクロ VS カラフル
5/3〜9［休］5/6［内容］写真・絵画。各作家がカラー
とモノクロ各 1 点ずつ出品

「物語」重松ふら乃絵画展
5/10〜16［休］5/12［内容］
「物語」をテーマとした
幻想的な世界
写真展 Yukina Ishibashi K-Mizukami
5/17〜23［休］5/19［内容］2 作家の個展併催

☎201-0926 A-⑮ b2
神奈川県立歴史博物館
特別展「明治大学 クリスチャン・ポラック コレク
ション 繭と鋼 ‑ 神奈川とフランスの交流史 ‑」
4/26〜6/22［休］月曜（4/28・5/5 は開館）
［内容］神奈川とフランスの文化交流に焦点をあて、
浮世絵・古写真・絵画等を通じて幕末明治の神奈川
の姿を紹介

画廊 楽
等迦会
5/12〜18［休］会期中無し

☎681-7255 A-⑲ c3

林クラス教室展
5/19〜25［休］会期中無し
新制作小品展
5/26〜6/1［休］会期中無し
☎681-6520 A-⑳ c3
Gallery ARK
佐藤 一展
4/28〜5/3［休］会期中無し［内容］油彩

花の饗宴展
5/8〜17［休］日曜［内容］花をテーマにした作品。
油彩等
蛯子真理央展
5/22〜31［休］日曜［内容］油彩等。風景・静物他
☎070-6429-8597
gallery and cafe fu
本多誠司展「African Air〜気配〜」
4/29〜5/11［休］月曜［内容］アフリカで制作した
木彫作品

葛西千麗個展
5/29〜6/3［休］会期中無し［内容］書

金子恒雄個展
5/26〜6/1［休］会期中無し［内容］陶芸

☎461-1533 D-④
ギャラリーダダ
水沢春和絵画展
4/30〜5/6［休］会期中無し［内容］水彩

☎663-7565 A-㉝ c4
ギャラリー元町
阿部一順展
4/29〜5/11［休］5/5［内容］陶芸

田中喜芳作品展
4/30〜5/6［休］会期中無し［内容］水彩・色鉛筆

森藤真展
5/13〜18［休］会期中無し［内容］ガラス

植物画教室展
5/7〜13［休］会期中無し［内容］岡田ますみ他

安斉里恵展
5/20〜25［休］会期中無し［内容］ガラス

柴崎敏子展
5/7〜13［休］会期中無し［内容］油彩

渋谷淳一郎展
5/27〜6/1［休］会期中無し［内容］絵画

石川亜紀アクリル画展
5/14〜20［休］会期中無し

ギャラリー Lei OHANA
海老根俊雄空想絵画展
4/24〜5/1（休）会期中無し

植田穂積水彩画展
5/14〜20［休］会期中無し
彩雲会展
5/21〜27［休］会期中無し［内容］日本画
小林久夫・房子夫婦展
5/28〜6/3［休］会期中無し［内容］水彩・日本画
松下洋子展
5/28〜6/3［休］会期中無し［内容］猫・犬の水彩
☎090-1217-2804 A-㉘ c2

ギャラリー猫
「いちごちゃんと仲間たち」展
5/2〜6［休］会期中無し［内容］イラスト・雑貨小物

☎941-6169

コスモス会展
5/21〜26［休］会期中無し［内容］鶴見区在住の水
彩画同好会のグループ展
E-⑦

喜多亜紀写真展
5/16〜18（休）会期中無し
☎681-5900 A-㊲ c3

☎664-3917 A-㉟ b3
ギャルリーパリ
ティンガ・ティンガ原画展
4/26〜5/6［休］会期中無し［内容］アフリカンアー
ト・雑貨
☎201-7118 A-㊵ b1
ゴールデンギャラリー
武内枝雪 米寿展
5/15〜20［休］会期中無し［内容］書。
（ギャラリー
守玄齋と併催）

「紫展 × シオザワ タケシ」二人展
5/24〜30［休］5/26［内容］イラスト

蒼芝文会書展
5/23〜27［休］会期中無し

erina イラスト展
5/31〜6/6［休］6/3
あまみ藤奈「こころの描く風景」
5/31〜6/6［休］6/3［内容］絵画
☎955-3388 D-②
旭ギャラリー
秀作絵画展
5/16〜6/8［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・ド
ローイング
☎651-9037 A-⑦ c3
ATELIER K・ART SPACE
勝又豊子展
5/17〜31［休］月曜［内容］金属を素材としたイン
スタレーション、小品（半立体）等 5 点
☎211-1101 A-⑩ b4
エリスマン邸
花の絵野の花会展
5/2〜7［休］会期中無し［内容］水彩

おしゃれな花のちぎり絵
5/9〜12［休］会期中無し
自然の風景を糸と梁で表現したスケッチ刺繍
5/27〜6/1［休］会期中無し
☎622-5002 A-⑪ b4
大佛次郎記念館
平成26年度テーマ展示Ⅰ 大佛次郎の愛書シリーズ2
愛しの 1920's 欧州挿画本
3/19〜7/13［休］月曜（祝日の場合は翌日）
［内容］
藤田嗣治初の挿画本『ケルク・ポエム』
（小牧近江：詩）
他美本の数々、初公開の大佛翻訳原稿を含む約 60 点

か行
☎622-6666 A-⑫ b4
神奈川近代文学館
生誕 105 年 太宰治展 ‑ 語りかける言葉 ‑
4/5〜5/25［休］月 曜（5/5 は 開 館）
［内 容］没 後 60
年以上となる今も読み継がれている太宰治の生涯
を、近年発見された新資料も交えて紹介

☎641-4751 A-㉓ c3
ギャラリー KAN
風薫る五月「春の創作展」
4/29〜5/4［休］会期中無し［内容］水彩・パステル・
裂織のバック・手編・古布小物等、物作りする人達 8
人展

布あそび 着物をリメイクした洋服展
5/13〜18［休］会期中無し［内容］物作りをする人
5〜6 人のグループ展
☎842-1428 B-⑤
ギャラリー伽羅
手作りきゃら SHOP
5/7〜17［休］日曜、月曜［内容］着物リフォーム服
バック・布小物・編みぐるみ・マスコット・アクセサ
リー すべて手作りの作品

ご近所のアーティスト展 vol.17
5/20〜31［休］5/26［内容］木版画・水彩・油彩・色
鉛筆画・水墨画・陶芸。作家 7 名。平面は約 25 点
☎545-1105 C-⑤
ギャラリーこやま
太田秀雄 油・水彩作品展
5/13〜19［休］会期中無し［内容］花・静物・風景等
23 点

油絵五人展
5/21〜27［休］会期中無し［内容］関昭子・田口晴美・
田中征子・田中スエ子・村井典子。花・静物・風景
☎681-0768 A-㉔ b2
ぎゃらりー彩光
益田和雄個展
4/30〜5/6［休］会期中無し［内容］水彩スケッチ
☎201-7118 A-㉖ b1

ギャラリー守玄齋
武内枝雪 米寿展
5/15〜20［休］会期中無し［内容］書。
（ゴールデン
ギャラリーと併催）

☎439-3951 C-⑥
GALLERY hide&seek
黒の詩〟
5/20〜25［休］会期中無し［内容］黒をテーマとし
た書と絵画のグループ展

栗胡麻の仲間展
5/29〜6/3［休］会期中無し［内容］織りを中心とした
洋服や小物、アクセサリーやバック等のグループ展
野口田鶴子ひとり語り 宮沢賢治の世界
5/16 18:30〜
［内容］
「なめとこ山の熊」
「休息」
。
ゲスト詩人 村野美優
☎661-1060 Ａ-㉙ b3
ギャラリーパストレイズ
本橋成一「上野駅の幕間」
4/5〜5/17［休］5/1〜8、日曜、月曜［内容］写真
☎681-5122 A-㉚ b1
ギャラリーぴお
第 28 回 爽風展
5/15〜20［休］会期中無し［内容］油彩を主とする
具象・抽象の平面作品、約 70 点
☎251-5229 A-㉜ c2
ギャラリーミロ
二つの個展
5/5〜11［休］会期中無し［内容］島和子・真弓親娘
による油彩・水彩・人形造形等

蒼秀会日本画展
5/12〜18［休］会期中無し［内容］ハマ展日本画部
有志の作品
遠藤美南うつわ展
5/19〜25［休］会期中無し［内容］陶芸
小山大輔個展
5/26〜6/1［休］会期中無し［内容］日本画

た行
☎584-7208 C-⑨
鶴見画廊
アート・セブン・ワーク展 VOL.6
5/13〜18［休］会期中無し［内容］油彩・アクリル画等

楠森道剛 ‑ 燦 san‑
5/3〜5（休）会期中無し（内容）ペン画・水彩

ぎゃるりじん＆Chiyoʼ s
日本画 三人展
4/29〜5/4［休］会期中無し

SIMONDOLL 四谷シモン展
5/31〜7/6［休］会期中無し［内容］日本における球
体関節人形の第一人者四谷シモンの生誕 70 年を記
念して開催。初期から最新作まで厳選した 46 点を
展示

第 19 回 千墨会水墨画展
5/29〜6/3［休］会期中無し

さ行
☎846-3987 B-⑨
さくら画廊
さつき展 2014
5/15〜19［休］会期中無し［内容］岡村真紀 / 彫金、
大沢亜由美／ビーズ、松本まり子／絵手紙・水彩、
Hiro ／水彩・パステル 等

佐橋井久子 “大人の絵物語” 出版記念展
5/22〜26［休］会期中無し［内容］水彩・クロッキー
等約30点

な行
☎222-4018 A-㊾ b3
爾麗美術
黒騎士展 2014・春
4/19〜5/6［休］4/23、30［内容］安斉アヤ子・野田
洋介・杉村倉太・星野鐵之・鈴木正道・山本治美・永
田晶彦・能登茂行

ふたたび出会った四人展
5/10〜18［休］5/14［内 容］岡 村 泰 成・長 濱 泰 子・
関口逸平・ぬかりや章
小島素子展
5/24〜6/1［休］5/28［内容］水彩

☎201-8103 A-

b2

フレーム 30 展
5/13〜19［休］会期中無し［内容］油彩
葉菜の会展
5/20〜26［休］会期中無し［内容］植物画
☎325-0081 D-⑨
f.e.i art gallery
金昌永展
4/14〜5/2［休］4/26、27、29［内容］砂を用いた作
品（FEI ART MUSEUM YOKOHAMA と同時開催）

西谷拓磨展
5/12〜30［休］5/17、18、24、25［内容］動物の姿
を借りて、生きる喜びと自身の心情を描く
FEI ART MUSEUM YOKOHAMA

☎411-5031 D- ⑩
金昌永展
4/15〜5/2［休］月 曜［内 容］砂 を 用 い た 作 品（f.e.i
art gallery と同時開催）

Zen Garden- 眺むる庭 尾形純展
5/13〜6/1［休］月曜［内容］日本の美にインスパイ
アされた絵画作品
FUJIMURA̲CONTEMPORARY̲ART

☎641-3070 A-

山里絵会展
5/29〜6/27［休］会期中無し［内容］山里を描いた
水彩スケッチ等約 25 点
☎621-0635 B-⑩
三溪園
俳句展
3/13〜5/28［休］会期中無し［内容］園内・三溪記
念館にて開催。年間を通じ園内の投句箱に寄せられ
た句や観梅会俳句大会での優秀作品を展示。著名俳
人が三溪園で作った句もあわせて紹介
☎465-5515 D- ⑦
そごう美術館
絵本原画展 きかんしゃトーマスとなかまたち
4/12〜5/18［休］会 期 中 無 し［内 容］イ ギ リ ス の
TV シリーズ「きかんしゃトーマスとなかまたち」の
元になった絵本原画約 340 点の他、撮影で使用され
た機関車車両（模型）を展示

☎201-2100 A- b3
横浜開港資料館
パネル展「戦後 70 年プレ展示 アメリカ女性下士官
が撮した占領下の横浜 ‑ メアリー・ルジェーリ・コ
レクション」
4/1〜5/6［休］月 曜（5/5 は 開 館）
［内 容］1946 年
10 月米陸軍女性部隊の一員として来日し、1948 年
まで横浜でカマボコ兵舎生活をおくった女性下士官
が自ら撮影した写真コレクション

企画展「“蚕の化せし金貨なり…” ‑ 明治大正の生糸
産地と横浜」
4/19〜7/13［休］月 曜（5/5、6/2 は 開 館）
、5/7、
6/3［内容］日本の近代製糸業の発展を支えた横浜の
役割と、生糸の生産者側の多様な活動を明らかにし、
日本製糸業のイノベーションを資料をもって語る
横浜市泉区民文化センターテアトルフォンテ

☎805-4000 D-⑬
第 27 回 いずみ画好会展
5/13〜19［休］会期中無し［内容］油彩・水彩。1987
年に発足した地域の絵画同好会による約40点

第 2 回 和墨会すみ絵展
5/29〜6/2［休］会期中無し［内容］墨の濃淡・ぼか
し・にじみによって色・風・光等を表現
横浜市神奈川区民文化センターかなっくホール

は行
万国橋ギャラリー
新日本画展
5/6〜12［休］会期中無し

や行

b4

ウレ・リトゲン最新作発表展
5/1〜31
［休］月曜、火曜（5/5、6は開館）5/7,8,30,31
［内容］フェア・ウォーニングのベーシストでもある
ウレの新作をメインに歴代の版画作品を展示

ま行
☎261-3321 A- c2
みつい画廊
第 57 回 互人会展
5/12〜18［休］会期中無し［内容］版画・水彩・油彩
約 50 点

萠木会展
5/19〜25［休］会期中無し［内容］油彩・スケッチ等
約 40 点
第 19 回 練の会展
5/26〜6/1［休］会期中無し［内容］油彩等 約 40 点

☎440-1211 C-⑬
異国旅情 二人展
4/29〜5/5［休］会期中無し［内容］写真展
[ギャラリーA]‑祈りの大地へ‑
未知なる部分を秘めたチベットの人々の営みや雄大
な景色を写す
[ギャラリーB]‑人々の素顔に触れて(スリランカ編)‑
インドの滴と言われるスリランカ。仏教文化の人々
の素顔を発表

21 美術神奈川支部展
‑神奈川支部員のがんばり展です ‑
5/6〜12［休］会期中無し［内容］絵画。抽象や具象
などバラエティーに富んだ作品
第 9 回 若葉会展 ‑日本の風景を水彩で描く ‑
5/6〜12［休］会期中無し［内容］四季折々の風景画
約 60 点
第 3回 カナデジサークル展
‑ 神奈川区デジカメサークル合同発表会 ‑
5/14〜18［休］会期中無し［内容］神奈川区内 7 グ
ループの合同写真展
第 22 回 チャーチル会ヨコハマ絵画展
5/20〜26［休］会期中無し［内容］全国 46 都市に姉
妹会がある絵画同好会。油彩・水彩等 約 90 点
第26 回 写真展あすなろ
‑シルバー神奈川写真同好会 ‑
5/27〜6/2［休］会期中無し［内容］自由作品
横浜市栄区民文化センターリリス

☎896-2000 B-⑲
第 9 回「星からの遺産」展
‑和乎爾 ( ワヲン ) のエナジーアート ‑
4/29〜5/5［休］会期中無し［内容］記憶を呼び覚ま
すアクリル画・クレヨン画

桂山クラブ 写真を楽しむ会写真展
4/30〜5/5［休］会期中無し［内容］会員が撮影した
自然、一般の写真
クラッセ倶楽部 第３回写真展
5/6〜11［休］会期中無し［内容］コンパクトフィル
ムカメラ「クラッセ」で撮影した作品展
「桜♡咲く」真こころ個展
5/7〜11［休］会期中無し［内容］水墨画・パステル
画・詩経

