横浜市港南区民文化センター ひまわりの郷

☎848-0800 C-㉒
第 12 回 竹の会 水彩スケッチ展
6/26〜7/2［休］会期中無し［内容］季節の花・アン
ティークな器物・人形・横浜風景等

横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール

☎511-5711 B-㉔
第 11 回フォトサークル SAWA 横浜写真展
7/9〜15［休］会期中無し［内容］四季折々の風景を
半切リバーサルフィルム写真にて展示

UFO 展
7/20〜21［休］会期中無し［内容］ミステリーサー
クルのパネル等。UFO 映像
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ

☎866-2501

C-㉔

第７回 絵画技法材料研究会 作品展
7/1〜7［休］会期中無し［内容］油彩・デッサン

読売文化センター高間教室 第 48 回白のつどい展
7/15〜21［休］会期中無し［内容］油彩・水彩
桑の実会（絵画教室）展示会
7/22〜28［休］会期中無し［内容］油彩・水彩

横浜

伊藤晴子展
7/9〜15［休］会期中無し［内容］洋画

や行

ギ ャ ラ リ ー

須藤珠美 ガラス展
7/9〜15［休］会期中無し
京都竹工芸品協同組合 設立 50 周年記念展
7/16〜22［休］会期中無し

め ぐ り

横浜再発見！ アトリエ 21 三人展
7/23〜29［休］会期中無し［内容］洋画
河村喜平 作陶展
7/23〜29［休］会期中無し
茶道具 奉仕会
7/30〜8/5［休］会期中無し

2014 年

茶道具 逸品会
7/30〜8/5［休］会期中無し
横浜人形の家
☎671-9361 A- b5
人形が語る様々な母の姿 〜 福田 朝子 創作人形展
6/1〜7/13［休］月曜 ( 祝日の場合は翌日）
［内容］横
浜市中区出身の人形作家による「母の姿」をテーマ
にした展覧会。55 点 90 体展示

7

月号

フォトクラブそれいゆ第 27 回写真展
7/22〜28［休］会期中無し
みずえの会水彩画展
7/29〜8/4［休］会期中無し
横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-㉖
Fellow Art Gallery vol.13 五十嵐朋之のこれだけ
こだわり展
4/26〜7/21［休］会 期 中 な し［内 容］藍 染 の 布 に、
図鑑さながら細部までこだわって刺繍された、昆虫
や魚貝など様々な生き物たち。絵の横にそえられた
お気に入りの言葉の妙にもご注目！
Showcase Gallery COCHAE 展「折画美で折顔」
6/11〜8/3［休］7/28
神奈川を拠点にする美術団体の合同展
6/30〜7/13［休］会期中無し［内容］前期：神奈川
二紀 後期：神奈川独立。約 150 点
横濱酒房＆GALLERY 銀の鍵亭

☎090-9323-3576 C-㉕
小島とも子個展 ‑がらすと布のお気に入り ‑
7/18〜28［休］7/22、23、24［内 容］ガ ラ ス 作 品：
パート・ド・ヴェールの器・ウインドベル・とんぼ玉
アクセサリー等。布作品：季節の小物・アクセサリー
等 約 150 点

横浜市歴史博物館
☎912-7777 B-㉗
特別展「佐久間象山と横浜 ‑海防、開港、そして人間・
象山 ‑」
5/31〜7/6［休］月曜（祝日の場合は翌日）
［内容］象
山没後 150 年を機会とし、当館所蔵資料や関連資料
を紹介。象山と横浜の関係を改めて考えるとともに、
象山の人間的な魅力にも迫る
横浜髙島屋美術画廊
☎311-5111
木の系譜 ‑進化する奔流 ‑
6/25〜7/1［休］会期中無し［内容］彫刻
福本双紅展 うつわの空気
6/25〜7/1［休］会期中無し［内容］陶芸
南 繁正 作陶展
7/2〜8［休］会期中無し
‑御神木 ‑ 天野裕夫 展
7/2〜8［休］会期中無し［内容］彫刻

《道連れは赤》

横浜バロック関内サロン
☎263-4127 A- c3
横浜の夏展〜アーティスティック T シャツ展と横浜
の夏音楽祭
7/13〜20［休］会 期 中 な し［内 容］演 奏 会 14 日〜
19 日毎晩 7 時より。20 日 2 時より

ら行
リーブギャラリー
☎253-7805 A松本ユタカ展
6/30〜7/6［休］会期中無し［内容］水彩

b3

フランス帰国展
7/7〜13［休］会期中無し［内容］水彩
杉浦勝人《飛ぶ》
1984 年／油彩、キャンバス／ 129.0×89.0 ㎝

小野悦子展
7/14〜22［休］会期中無し［内容］油彩・アクリル画

●横浜市民ギャラリーの収蔵作品を毎月紹介します

ヨコハマ・ギャラリー・マップ
2014.7 〜 2015.6 版

7月1日
発行 !

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。
「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

A-

ジュールをご案内する情報誌です。
●
「ヨコハマ•ギャラリー•マップ 2014.7〜2015.6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 2014 年 5 月 25 日現在のものです。
）
横浜市内のギャラリー、美術施設の基本情報
が掲載。ギャラリーめぐりのおともとして、
『横浜画廊散歩』とあわせてご活用ください！
HP でも画廊・展覧会情報が検索できます

http://ycag.yafjp.org/

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 2014.7〜2015.6 版」と連動しています。

Art Araq Asia Gallery（AAA Gallery）

エリスマン邸
☎211-1101 A-⑫ b5
栖原輝久義個展
7/1〜6［休］会期中無し［内容］絵画

DDD at AAA
6/21〜7/4［休］火曜［内容］絵画・人形・仮面・雑貨

横浜写真研究会作品展
7/8〜14［休］7/9

THE サラリーマンズ
7/5〜11［休］火曜［内容］サラリーマン作家を集め
た展覧会

小田・小池 ２人展
7/15〜20［休］会期中無し［内容］水彩・油彩

あ行
☎664-3907 A-① b5

平成コレクションズ
7/5〜11［休］火曜［内容］平成生まれの作家を集め
た展覧会
HENTAI・FETISHISM 展
7/12〜18［休］火曜［内容］フェティシズムを感じ
させる作品を集めた展覧会。初日イベントあり
Yako 個展
7/12〜18［休］火曜［内容］イラスト
sun 個展「waku ‑ waku」展
7/19〜25［休］火曜［内容］額縁と家具
真夏のアイランド展
7/19〜25［休］火曜［内容］
「夏」をテーマにしたグ
ループ展
ニュー版画＆厳選 ! 原画展
7/19〜25［休］火曜［内容］デジタルイラストと絵
画とアナログイラストを対比させたグループ展
猫町展 vol.4
7/26〜8/1［休］火曜［内容］猫がテーマの作品展
Art Gallery 山手
☎628-0267 A-④ b5
第 7 回 横浜山手の坂道と風景展 PART1
7/5〜14［休］会期中無し［内容］油彩・アクリル画・
写真・樹脂粘土・陶土磁土等
第 7 回 横浜山手の坂道と風景展 PART2
7/19〜28［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・アク
リル画・点描画・金工等
art Truth
☎263-8663 A-⑥ b5
colors-4 ニイガタからの風
7/2〜7［休］会期中無し［内容］水墨画・版画・アク
リル画等。作家 4 人のグループ展

大佛次郎記念館
☎622-5002 A-⑬ b5
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 1920ʼｓ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
大佛次郎の子どもの文学‑「きれいな、透きとおった、
本質に近い話」
7/17〜11/16［休］月曜（祝日の場合は翌日）
［内容］
大佛次郎は 1927 年に “少年の為の鞍馬天狗” として
「角兵衛獅子」を発表。その後も子どものための小説
を 60 作品以上残した。そうした大佛の作品から現
代に生きる人々へのメッセージを探る

か行
神奈川近代文学館
☎622-6666 A-⑭ b5
装幀＝菊地信義とある「著者 50 人の本」展
5/31〜7/27［休］月曜（祝日の場合は開館）
［内容］
テキストの深い読み込みに裏付けられた装幀で出版
界をリードしてきた菊地信義。手がけた作品は 1 万
2000 点余にのぼる。本展では、文芸書を中心に著者
50 人の本、約 300 点を展示
Gallery ARK
☎681-6520 A-㉓ c4
上田耕造展
7/3〜12［休］日曜［内容］風景や静物、動物などの
油彩・水彩
gallery and cafe fu
☎070-6429-8597 A-㉔ c5
ラファエル・リマ・イトウ展「i POLA」
7/6〜16［休］月曜［内容］油彩。アーティスト、ファッ
ションモデルとして活躍する作家が、日常生活の中
で出会った人物の一瞬を捉えた作品

クロッキー研究会展
7/9〜15［休］会期中無し
第 13 回 Aki スケッチ画展
7/16〜22［休］会期中無し［内容］水彩・スケッチ
ギャラリーダダ
江本象岳展
6/25〜7/1［休］会期中無し

☎461-1533

A-㉛

糸井邦夫個展
7/24〜8/3［休］火曜［内容］アクリル画
Art Baboo146
☎050-1048-3998 A-⑦ b4
のもとひろこ 雑貨展
6/28〜7/4［休］7/1［内容］雑貨展示販売
七瀬 孝
7/5〜11［休］7/8［内容］イラストレーション
よなよな展
7/5〜11［休］7/8［内容］当館企画。イラストレー
ション
坂柳 光香・濱田 真衣
7/12〜18［休］7/15［内容］絵画
DAIKI ONO ＆ Ryo Nakamura
7/19〜25［休］7/22［内容］写真
怪獣小僧「コラボ展」
7/26〜8/1［休］7/29［内容］絵画。二人展

本多厚二展
7/8〜13［休］会期中無し［内容］オブジェ
アベナツミ展
7/15〜20［休］会期中無し［内容］木工芸

小林啓子水彩画展
7/2〜8［休］会期中無し

一寸木幸平展
7/22〜27［休］会期中無し［内容］ガラス

吉野すみ子展
7/2〜8［休］会期中無し［内容］ガラス絵

KOSIUEKI 展
7/29〜8/3［休］会期中無し［内容］彫刻

赤坂教室展
7/9〜15［休］会期中無し［内容］水彩
伊藤三千男展
7/16〜22［休］会期中無し［内容］水彩
イマノマサコ水彩画展
7/16〜22［休］会期中無し
二人展
7/23〜29［休］会期中無し［内容］フラワーアレン
ジメント
河野悦子個展
7/23〜29［休］会期中無し［内容］水彩
辰巳ミレイ展
7/30〜8/5［休］会期中無し［内容］油彩
ギャラリーぴお
☎681-5122 A-㉟ b3
第 29 回 21 世紀国際書展
7/2〜7［休］会期中無し［内容］書道芸術の発展と国
際交流の促進を目的に、神奈川県を中心に活動する
書家たちの会派を越えた書道展

ギャラリー Lei OHANA
☎941-6169 B-⑬
Early Seasons
7/10〜12［休］会期中無し［内容］佐藤律子。手作り
アクセサリー

さ行
☎641-0841 A-㊾ b4

シルク博物館
ミニ展示「東京友禅」
6/28〜7/21［休］月曜

そごう美術館
☎465-5515 ASIMONDOLL 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
エヴァンゲリオン展
7/19〜9/7［休］会期中無し［内容］大ヒットアニメ
「エヴァンゲリオン」の魅力を解き明かす初めての
本格的作品展。
「新劇場版」シリーズ最新作を含む貴
重な生原画や設定資料約 300 点を展示

第 54 回 港の作家展
7/10〜15［休］会期中無し［内容］港の作家美術協
会会員 89 名による油彩・アクリル・水彩

た行

mid 個展「in our 10 pieces 指先から音楽」
7/18〜26［休］月曜［内容］ネイルアート作品。楽曲、
またはその MV からインスパイアされたデザインの
ネイルチップ展示、およびネイルの実演

鶴見画廊
☎584-7208 B-⑱
真昼でも輝く星たち展
7/1〜6［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・日本画

ギャラリーこやま
☎545-1105 B-⑦
常設展〈絵・写真・陶〉
7/2〜6［休］会期中無し［内容］ギャラリーこやま
ゆかりの作家の作品
郷田数夫個展 ‑ポルトガル風景 ‑
7/11〜17［休］会期中無し［内容］油彩・水彩等25点
故郷の詩（ふるさとのうた）尾身伝吉木版画展
7/21〜27［休］会期中無し［内容］雪国の風景を主
に 30 点
ぎゃらりー彩光
☎681-0768 A-㉘ b3
第 29 回アクア会
6/30〜7/8［休］会期中無し［内容］水彩。グループ展

ギャラリーミロ
☎251-5229 A-㊲ c3
恵昇会 日本画展
6/30〜7/6［休］会期中無し［内容］小島昇教室展
現代かながわ美術小品展
7/7〜13［休］会期中無し［内容］工芸・彫刻・絵画
モデラート展 PART １
7/14〜20［休］会期中無し［内容］油彩・水彩等。上
田耕造教室展
モデラート展 PART ２
7/21〜27［休］会期中無し［内容］油彩・水彩等。上
田耕造教室展
モデラート展 PART ３
7/28〜8/3［休］会 期 中 無 し［内 容］油 彩・水 彩 等。
上田耕造教室展

爾麗美術
☎222-4018 A- b4
爾麗美術（NIREI ART）展 Ⅲ
7/6〜21［休］7/9、16［内容］平面 〈出品作家〉伊
藤 久 三 郎 (1906-1977)、佐 々 木 和 (1951-2009)、
四谷十三雄 (1938-1963)、村上肥出夫、サレ・Ｍ・ナ
ジーブ
横山和江 横浜中華街写真展
7/26〜8/10［休］7/30、8/6［内容］
「市民のトリエ
ンナーレ」参加展

は行
FEI ART MUSEUM YOKOHAMA

☎411-5031

A-

夏のうちわ展
7/8〜27［休］月曜［内容］毎年恒例の様々なジャン
ルの作家約 30 名によるうちわアート展

ま行
みつい画廊
☎261-3721 A樽見貴美子個展
6/30〜7/6［休］会期中無し［内容］油彩等

c3

第 69 回ハマ展鶴見画廊賞受賞記念二人展
7/9〜14［休］会期中無し［内容］日本画：青柳明日
香／洋画：水野淑子
越畑喜代美日本画展
7/17〜26［休］7/22［内容］身近な草花がモチーフ

な行
日本郵船歴史博物館
☎211-1923 A- b3
東洋汽船そのあしどり ‑創業・発展・合併 ‑
4/25〜7/27［休］月曜（祝日の場合は翌日）
［内容］
明治中期に浅野総一郎を社長として創立され、海外
定期航路を開いた東洋汽船はどのような企業であっ
たのか、そのあしどりを資料とともに紹介
【関連イベント】講演会「浅野総一郎の石油事業」
日時：6 /28（土）14:00〜15:00（要予約）講演者：新
田 純子氏（作家）
（詳細は要問合）

西区文化祭「創作展」
7/29〜8/4［休］会期中無し［内容］生け花・絵画・
書道・写真等

や行
山手 111 番館
☎623-2957 Aみどりいろいろ
7/11〜16［休］会期中無し［内容］写真

b5

遠藤あんり原画展
7/18〜23［休］会期中無し［内容］創作童話の挿絵
の原画
横浜開港資料館
☎201-2100 A- b4
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［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
通商条約締結 150 周年記念 スイス使節団が見た幕
末の日本 ‑カスパ ‑・ブレンワルド日記を中心に
7/16〜10/19［休］月曜（7/21、9/15、10/13 は開
館 )、7/22、9/16、10/14［内容］使節団の一員とし
て来日し、スイス系商社シイベル・ブレンワルド商
会の設立者の一人でもあったカスパー・ブレンワル
ドが記した日記を題材に、条約締結交渉の様子や日
本の政治情勢を紹介
横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場

☎771-1212 C-⑲
第 23 回ヨコハマ E 会水彩展
7/23〜29［休］会期中無し［内容］風景・静物・人物等

彩 21 第 14 回展
7/7〜13［休］会期中無し［内容］水彩グループ展
第 32 回 二土会展
7/21〜27［休］会期中無し［内容］油彩・パステル等

第 6 回墨州院横浜展「歩 ‑ayumi‑」
7/31〜8/3［休］会期中無し［内容］小 1 から高 3 の
学生と東北、関東在住の書家による書道作品展。ハ
ンディのある方の作品も併催

第 37 回 DAN 展
7/28〜8/3［休］会期中無し［内容］絵画・版画・ガ
ラス工芸等

横浜市神奈川区民文化センター かなっくホール

a2

本間さわ子 アートレリーフ展
7/2〜6［休］会期中無し［内容］銅版アートレリーフ
メインビジュアル © カラー

《羽ばたくように》

日本新聞博物館
☎661-2040 A- b4
企画展「今の時代の新聞広告 ‑信頼を読者に」
6/7〜7/20［休］月曜（祝日の場合は翌日）
［内容］日
本新聞協会の最新の調査結果に基づき、新聞や新聞
広告への接触度合や評価の現状をパネルで掲示。ま
た、ここ 2〜3 年の新聞広告約 50 点を展示し、新聞
広告が果たす役割などについて考える。震災復興応
援をテーマとした広告も紹介

みなとみらいギャラリー
☎682-2010 A第 5 回 我流スケッチ会報告展
7/1〜7［休］会期中無し［内容］絵画

第 16 回 横山俊光 個展
7/17〜22［休］会期中無し［内容］
「地球の輪廻・文
明の滅亡と再生」
「石球のある風景」
「イタリア・ル
ネッサンスへの憧憬」の 3 テーマによる展示

瀧ケ崎千鶴個展
7/9〜14［休］会期中無し［内容］日本画
ツリタニユリコ個展
7/16〜21［休］会期中無し［内容］水彩

ギャラリー元町
☎663-7565 A-㊳ c5
竹花哲展
7/1〜6［休］会期中無し［内容］彫刻・絵画

本間ますみ個展「甦るペットボトル ‑海 ‑」
7/2〜7［休］会期中無し［内容］ペットボトル・リサ
イクルアート作品
第 26 回 アトリエ 15 展
7/8〜14［休］会期中無し［内容］絵画
こども造形教室 アトリエ・アルバス展
7/9〜14［休］会期中無し［内容］子供による絵画・
工作
酒井悠巳子写真展 スリランカ民主社会主義共和国
民族紛争と宗教
7/15〜21［休］会期中無し
第 3 回 依田紀子水彩画展
7/15〜21［休］会期中無し
星雲大師 一筆字書道展
7/16〜21［休］会期中無し
ART WAVE 2014 花 ‑さまざまな絵画表現 ‑
7/22〜28［休］会期中無し
ハワイアン リボンレイ作品展示会
7/23〜28［休］会期中無し

☎440-1211 B-㉓
第 5 回 悠遊スケッチ会絵画展
7/1〜7［休］会期中無し［内容］水彩・油彩・日本画等

横浜樹石会 第 44 回 横浜水石展〜水石を探し、飾
り、悠久の自然を楽しもう〜
7/4〜6［休］会期中無し［内容］激流にもまれ形が変
化した石を、水盤に砂や台座で飾り展示
第 9 回 合同展えるむ
7/8〜14［休］会期中無し［内容］絵画。渡辺享子先
生に指導を受ける 7 グループの合同展
第 18 回 フォトクラブ四季写真展〜四季の彩り〜
7/15〜21［休］会期中無し［内容］日本の四季の美
しさをいつまでも残したく、写真に切り撮った作品
あとり絵 Sakai グラスリッツェン作品展〜世界にひ
とつの乾杯！〜
7/19〜21［休］会期中無し［内容］グラスなどのガ
ラス製品に、愛情込めて絵柄を彫り込んだ作品
第 29 回 ヨコハマ墨游会〜水墨・墨彩画展〜
7/23〜28［休］会期中無し［内容］昭和 48 年結成以
来、墨の効果と可能性を楽しみながら描いた作品。
約 40 点
和紙ちぎり絵 六華会作品展
7/24〜27［休］会期中無し
ラオス撮影会作品展
7/29〜8/4［休］会期中無し［内容］写真。本年 1 月
に、ラオスの人々の素顔をテーマに撮影
精修小品展
7/29〜8/3［休］会期中無し［内容］全員高齢者によ
る書小品

