横浜市吉野町市民プラザ
☎243-9261 C-㉖
吉野町アート寺子屋‑夏‑造形ワークショップ 作品展示
7/26〜8/10
［休］8/4［内 容］7/20・21 に 行 っ た 2 つ の ワ ー ク
ショップで制作された作品を展示
ヨコハマ創造都市センター
☎221-0325 A- b3
Find ASIA ‑ 横浜で出逢う、アジアの創造の担い手
8/1〜11/3
［休］8/11、9/8,10/14［内容］日本、中国、韓国の東
アジア 3 か国地域において文化芸術による相互理解
と連帯を目指した、現代アートと出会うイベント。
市民やアーティストなど、様々な人との出会いを生
み出すことで、東アジアのアートを軸に多様な価値が
共存し、体感できるプログラムを３か月にわたり開催

ヨコトリノーツ 2014‑ 横浜トリエンナーレ出品作
家のエスキース ‑
8/20〜26［休］会期中無し

横浜

や行

ギ ャ ラ リ ー

泉谷淑夫展
8/27〜9/2［休］会期中無し［内容］洋画
谷 健治 作陶展
8/27〜9/2［休］会期中無し
横浜都市発展記念館
☎663-2424 A- b4
五十嵐英壽写真展「写真記者」が見つめた港の半世紀
7/19〜9/23
［休］月曜［内容］昭和 20 年代後半から「写真記者」
として横浜の街・みなと・人々の変わりゆく姿をフィ
ルムに収めてきた五十嵐英壽氏の写真を通して、港
都横浜の戦後史を振り返る

2014 年

横浜髙島屋ギャラリー
☎311-5111 A特撮の神様が遺した宝物「ウルトラ Q・ウルトラマ
ン・ウルトラセブン」
7/30〜8/11
［休］会期中無し［内容］
「特撮の神様」と呼ばれた円谷
英二の特撮の秘密に迫る
横浜タカシマヤ開店55周年記念
「ヨコハマグラフィ
ティ ザ・ゴールデン・カップスの時代展」
8/13〜25
［休］会期中無し［内容］1960年代のヨコハマの若者
文化の中心があった本牧・ゴールデンカップの雰囲気
をセットで再現し、当時の写真・ファッション・楽器・
レコード・各種資料を展示する
横浜髙島屋美術画廊
茶道具 特別奉仕会
7/30〜8/5
［休］会期中無し

☎311-5111

A-

茶道具 逸品会
7/30〜8/5
［休］会期中無し
鈴木竹柏 小品展 ‑ 日々是好日 ‑
8/6〜12
［休］会期中無し［内容］日本画

め ぐ り

☎662-3111 A-

月号

横浜市民ギャラリーの収蔵作品を毎月紹介します

シアトル航路に復帰した氷川丸（1953 年 7 月）

横浜馬車道アートギャラリー
第 49 回錬心社書作展
8/20〜24［休］会期中無し

8

b3

横浜美術館
☎221-0300 A- b2
ヨコハマトリエンナーレ 2014「華氏 451 の芸術：
世界の中心には忘却の海がある」
8/1 〜 11/3
［休］第 1・3 木曜［内容］3 年に一度横浜で開催され
る現代アートの国際展。5 回目となる本展は、横浜美
術館と新港ピア（新港ふ頭展示施設）を主会場に開
催。アーティスティック・ディレクターに美術家の
森村泰昌氏を迎え、19 か国から約 65 組の作家によ
る作品を紹介。
［問］ハローダイヤル 03-5777-8600

ホンムラ モトゾウ ガラス展
8/6〜12
［休］会期中無し
武腰一憲 陶額展
8/13〜19
［休］会期中無し

高間惣七《作品》
1963 年／油彩、キャンバス／ 53.1×46.0cm

ヴィム・デルボア《Flatbed Trailer》2007
©Studio Wim Delvoye, Belgium
Courtesy of MONA, Australia

夢の在所 第 4 回 山本一恵展
8/13〜19
［休］会期中無し［内容］洋画
‑ 古陶の流れ ‑ 伊勢﨑競・古谷和也 展
8/20〜26
［休］会期中無し［内容］陶芸

●ホームページで作品解説をご覧いただけます

ら行
リーブギャラリー
☎253-7805 A- b3
上原収二展
8/11〜21
［休］8/17［内容］会期中、展示室にて上原収二先生
による「夏休み集中クロッキー教室」を開催

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

開館記念展

横浜市民ギャラリークロニクル 1964‒2014
市民に親しまれて 50 年。新ギャラリー始動！
収蔵作品でたどる美術とヨコハマ

10月10日㈮〜10月29日㈬

10:00〜18:00（入場は17:30 まで）
※初日は 11:00 から

［休］会期中無し★入場無料
［会場］横浜市民ギャラリー
（横浜市西区宮崎町26-1）
五十嵐英壽《ハマの三塔》
1953 年／ゼラチンシルバープリント
47.6×32.0cm

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

1964年頃から現在までに
写された
「ヨコハマ」
のスナッ
プ写真を募集し、開館記念展
にあわせて展示します。

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。

［募集内容］1964 年頃から現在までの横浜を写した
スナップ写真（プリントまたはデジタル
データ。フィルム不可。
）
［応募資格］どなたでも（年齢不問）
［受付期間］2014 年 7 月 7 日（月）
〜8 月 11 日（月）
10 時〜17 時（土日・祝日休館）
★応募方法等の詳細はチラシ、ホームページをご覧
ください。http://ycag.yafjp.org/

●
「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 6 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 2014.7〜2015.6 版」と連動しています。

あ行
Art Araq Asia Gallery（AAA Gallery）

☎664-3907 A-① b5

猫町展 vol.4
7/26〜8/1
［休］火曜［内容］猫がテーマの作品展

mog mog art festival
8/16〜22
［休］8/19［内容］雑貨・絵画・写真・立体・パフォー
マンス等、オールジャンル。グループ展

廿日岩（ハツカイワ）桂子作品展
8/21〜27
［休］会期中無し［内容］花や静物、風景などの油彩画
とフランス刺しゅう作品。22 点

Paper collection
8/2 〜 8
［休］火曜［内容］切り絵・コラージュ・ZINE などの
紙もの作品

ぎゃらりー彩光
市民のトリエンナーレ彩光展
7/30〜8/5
［休］会期中無し［内容］油彩

Pickup character
8/9 〜 15
［休］火曜［内容］選りすぐりの作家オリジナルキャ
ラクター
流れるインク展 vol.2
8/9 〜 15
［休］火曜［内容］ペン画・インクの絵画・イラスト
愛と哀 展
8/16 〜 22
［休］火曜［内容］恋愛をテーマにした作品展
音のある風景
8/23 〜 29
［休］火曜［内容］ライブ写真や音楽をテーマにした
展覧会
New 版画 & 厳選！原画 vol.2
8/23 〜 29
［休］火曜［内容］CG イラスト・アナログイラスト・
絵画
妖怪たちの夏祭り展
8/30 〜 9/5
［休］火曜［内容］妖怪をテーマにした絵画・イラスト
art gallery, on the wind
☎251-6937 A-③ c3
ヨコハマトリエンナーレ 2014 応援プログラム
ゆみちゃん個展「西区老松町」
8/23、24、30、31
［内容］野毛山動物園で出会った動物たちのいい顔
を、絵本作家ゆみちゃんが描き下ろす。油彩 20 点
art Truth
糸井邦夫個展
7/24〜8/3
［休］火曜［内容］アクリル画

☎263-8663 A-⑥ b5

AAA 日曜の会企画展
8/23〜29
［休］8/26［内容］オールジャンル。AAA ギャラリー
による企画展示
MZarts
☎315-2121
黄金茶室（KOGANE-chashitsu）
8/1 〜 11/3
［休］月曜〜木曜（祝日は開催）
［内容］茶室での「お
点前」
・現代アートの展示。設計：
「黄金茶室」安田博
道、干 場 弓 子、早 川 慶 太。毎 週、金・土・日・祝 日 の
11：00 〜 18：00 に実施
大佛次郎記念館
☎622-5002 A-⑬ b5
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
神奈川県立金沢文庫
☎701-9069 C-④
動乱の金沢 ‑ 南北朝から戦国時代まで ‑
6/26〜8/17
［休］月曜（祝日の場合は翌日 ［
) 内容］古文書資料を
中心にして、南北朝時代から戦国時代の金沢の歴史
的変遷をたどり、この地を支配しようとした権力者
たちと、戦乱の中でたくましく生きた人々にスポッ
トをあてる

夏を彩るうちわ展 2
8/7〜17
［休］火曜［内容］それぞれの作家がうちわに描いた
作品

喜久里 周 写真展
8/2〜8
［休］8/5
廃墟写真展「忘れられた街」
8/2〜8
［休］8/5［内容］グループ展
「背中 語る」展
8/9〜15［休］8/12［内 容］オ ー ル ジ ャ ン ル。AAA
ギャラリーと共同グループ展

☎681-0768 A-㉘ b3

北見美佳個展
8/27〜9/2
［休］会期中無し［内容］油彩
ギャラリーダダ
辰巳ミレイ展
7/30〜8/5
［休］会期中無し［内容］油彩

弥勒菩薩坐像
室町時代（横浜市指定文化財 龍華寺所蔵）

ガレリア セルテ
☎651-5471 A-⑲ b3
横浜市会芸術文化懇談会 会員展
7/28〜8/1
［休］会期中無し
高梨 潔 回顧展
8/21〜30
［休］会期中無し
アトリエコパン展
8/31〜9/5
［休］会期中無し

檸檬（レモン）の会展
8/25〜31
［休］会期中無し［内容］油彩・水彩等。広田稔教室展
ギャラリー元町
KOSIUEKI 展
7/29〜8/3
［休］会期中無し［内容］彫刻

☎663-7565 A-㊳ c5

ますながげん展
8/5〜10
［休］会期中無し［内容］トンボ球

☎461-1533

A-㉛

アートフェスティバル
8/6〜12
［休］会期中無し［内容］油彩・水彩等
電彩アート展
8/13〜19
［休］会期中無し［内容］パソコン水彩画。山田みち
子他
友軌展
8/20〜26
［休］会期中無し［内容］油彩。山下静江他
大山久徳油彩画展
8/27〜9/2
［休］会期中無し
木本宏子鉛筆画展
8/27〜9/2
［休］会期中無し
ギャラリーぴお
☎681-5122 A-㉟ b3
第 3 回さくらぎ展
8/7〜12
［休］会期中無し［内容］会員 20 名。油彩・水彩（風景・
人物・静物・抽象）
第 63 回浜書展
8/14〜19［休］会期中無し［内容］横浜書道連盟主
催の公募展

市民のトリエンナーレ 瀬谷区美術展
8/29〜9/2
［休］会期中無し［内容］瀬谷区美術展（7/1〜7/6）
出展作家による洋画・日本画・水彩・水墨・写真。50
〜60 点
ギャラリーミロ
☎251-5229 A-㊲ c3
モデラート展 PART3
7/28〜8/3
［休］会期中無し［内容］油彩・水彩等。上田耕造教室展
色波展
8/4〜10
［休］会期中無し［内容］油彩・水彩等。横浜国大ＯＧ
によるグループ展

横浜開港資料館
☎201-2100 A- b4
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 ‑ カスパー・ブレンワルド日記を中心に
7/16〜10/19
［休］月曜（9/15、10/13 は開館 )、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
横浜市旭区民文化センター サンハート

☎364-3810

ギャラリー Lei OHANA
☎941-6169 B-⑬
うさとの服展
8/30〜31
［休］会期中無し［内容］手紡ぎ・手織り・草木染

岩嶋巌峰・佐藤義之 二人展
8/21〜27
［休］会期中無し［内容］書道。故・上松一條の門下生
による「第 4 回黄田社書展」
（ゴールデンギャラリー）
の併催企画

小松修個展
8/27〜9/1
［休］会期中無し［内容］水彩
Art Baboo146
☎050-1048-3998 A-⑦ b4
怪獣小僧「コラボ展」
7/26〜8/1
［休］7/29［内容］絵画。二人展

ギャラリーこやま
☎545-1105 B-⑦
益子焼＆絵・書
8/1〜7
［休］会期中無し［内容］益子焼の花入れや日常雑器。
重田和子らによる絵や書の小品

さ行
そごう美術館
☎465-5515 A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

な行

第 11 回押花教室作品展
8/5〜11
［休］会期中無し［内容］押し花・コラージュ
第 10 回旭芸術写真会展
8/19〜25
［休］会期中無し

爾麗美術
b4
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

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA

☎411-5031

A-

アニマルマニア
8/19〜31
［休］月曜［内容］親子で楽しめる約 30 名の作家によ
るアニマルアート展
☎222-2828
放送ライブラリー
企画展 ケロロ軍曹ワールド ‑ ケロロの宇宙大冒険 ‑
6/20〜8/3
［休］月曜（祝日の場合は翌日）
［内容］登場キャラク
ターと声優のパネル紹介をはじめ、立像・カットア
ウトを駆使した再現ジオラマ、原作者・吉崎観音先
生のネーム原稿、アニメの絵コンテなど貴重な資料
を多数展示

ま行
みつい画廊
☎261-3721 A- c3
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
みなとみらいギャラリー
☎682-2010 A- a2
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

横浜市港南区民文化センター ひまわりの郷

☎848-0800

横浜市立高等学校書道・美術教員展
7/31〜8/6
［休］会期中無し［内容］絵画・彫刻・書道

「ぐるーぷ遊画」水彩画展
8/1〜4
［休］会期中無し

第 110 回フジ芸術友の会展
8/26〜9/1
［休］会期中無し［内容］書・水墨画・ちぎり絵
横浜市泉区民文化センター テアトルフォンテ

☎805-4000 C-⑱
第 20 回 北條怜水彩画展
8/26〜9/1
［休］会期中無し［内容］富士山麓の絵を中心に、横浜
周辺の風景画も含め約 60 点

☎771-1212

C-⑲

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
星くずくらぶ展
8/14〜19
［休］会期中無し［内容］水彩・パステル

は行

凹凸のある回転楕円体 37
8/26〜9/1
［休］会期中無し［内容］ブラトップの現実感に、吸引
されない絵のイメージを模索する「美術」展

横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール

横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場
☎222-4018 A-

C-⑰

フォト「カタビラ」第 1 回 写真展
8/19〜25
［休］会期中無し［内容］保土ヶ谷区帷子川沿線の写
真愛好家によるグループ展

B-㉔

YFD アートコレクション
8/5〜8
［休］会期中無し［内容］横浜のスカーフのドレス、卒
業生作品、ディスプレイ作品等
陶・画・花の兄弟展
8/15〜17
［休］会期中無し［内容］風景画・湯呑み・生け花
艦の会「艦艇模型展」
8/23〜25
［休］会期中無し［内容］公式図面を基に、すべて手作
りによる軍艦の精密模型 30 隻を展示
第 29 回横溝教室合同写真展
8/27〜31
［休］会期中無し
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ

☎866-2501 C-㉔
みずえの会水彩画展
7/29〜8/4
［休］会期中無し［内容］個性を生かして描く絵の仲
間たちによるグループ展

第 10 回定期写真展
8/27〜9/2
［休］会期中無し［内容］年１回の磯子写友会展
横浜市神奈川区民文化センター かなっくホール
☎440-1211

☎511-5711

C-㉒

B-㉓

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
フォトサークルすだじい 第 3 回 写真展 ‑ 井の中の
蛙 大海に挑む ‑
8/5〜11
［休］会期中無し［内容］常緑巨木のすだじいのよう
に、じっくりと成長する事を目指すフォトサークル
の作品展

横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-㉖
Showcase Gallery COCHAE 展「折画美で折顔」
6/11〜8/3
［休］7/28
あざみ野こどもぎゃらりぃ 2014
8/1〜10
［休］会期中無し［内容］今年で 9 回目を迎える夏休
みの子どものための展覧会。
「きて、みて、つくって、
参加して」をキーワードに展示やワークショップを
開催

第 7 回 三水会展
8/5〜11
［休］会期中無し［内容］会員による水彩・油彩・パス
テル等。約 50 点

や行

浜書展 ‑ 学生部展
8/14〜17
［休］会期中無し［内容］未就学児から高校生までの
書道作品

山手 111 番館
☎623-2957 A- b5
高橋ミチ＆ヒロの世界（テディべア・アート及びモ
ヘアドッグ）
8/14〜20
［休］会期中無し

YOKOHAMAN Vol.7 ‑the Book of Books‑
8/20〜25
［休］会期中無し［内容］横浜人によるアートイベン
ト、ヨコハマン。本、バイブルをテーマに写真イラス
トを展示

富田菜摘《ジュリアン》

横濱酒房＆GALLERY 銀の鍵亭

☎090-9323-3576 C-㉕
高野利明 器展
8/8〜18
［休］8/12〜14［内容］笠間の人気陶芸家。飲食店や
食の雑誌でも使われている軽くて丈夫な器

