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木下孝則《バラ》
1959年／油彩、キャンバス／ 80.0×65.3cm

●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?
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
ケジュールをご案内する情報誌です。
「アートヨコハマ」（市民ギャラリーの情報誌、年3回発行）「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10月15日現在のものです。）　
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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)

ギャラリー

リーブギャラリー ☎253-7805 A-93 b3
佳楽田展
12/1～7［休］会期中無し［内容］イロエンピツ・水彩

三人展
12/8～14［休］会期中無し［内容］松井高広（ステン
ドグラス）・松本裕（皮革）・横溝初枝（帽子）

小澤淳展
12/15～21［休］会期中無し［内容］水彩

仲間と集う水彩と陶芸（オブジェ展）
12/24～28［休］会期中無し［内容］水彩と陶製オブ
ジェ

横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-㉖
Fellow Art Gallery vol.15 カプカプの手しごと
成田美加展
10/12～12/23［休］11/24、12/22［内容］障がい
のあるアーティストたちの表現を紹介。今回は色鉛
筆を使って描いた絵画・ドローイング

青葉区民芸術祭 作品展 [前期]
12/2～7［休］会期中無し［内容］華道・美術工芸・
写真。茶席の開催もあり

青葉区民芸術祭 作品展 [後期]
12/9～14［休］会期中無し［内容］絵画・文芸・書道。
茶席の開催もあり

第47回 公募竹青社書展
12/17～23［休］12/22［内容］書道。約300点

横浜髙島屋美術画廊 ☎311-5111 A-81
薩摩焼 十五代 沈壽官展
11/26～12/2［休］会期中無し

笠井誠一展
12/3～9［休］会期中無し［内容］洋画

入江明日香展
12/10～16［休］会期中無し［内容］平面

川添日記 漆芸展
12/10～16［休］会期中無し

永山裕子展
12/17～23［休］会期中無し［内容］洋画 

三谷 慎 彫刻展
12/17～23［休］会期中無し

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

横浜都市発展記念館 ☎663-2424 A-82 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

横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A-85 b3
第35回馬車道を描く日曜画家展
12/6～12［休］会期中無し［内容］「 みんなの馬車道」
をテーマに描いた日曜画家の応募作品展

第33回馬車道写真コンクール入賞作品展
12/6～12［休］会期中無し

横浜市磯子区民ホールギャラリー
 ☎750-2393 C-⑳
二水会
12/6～11［休］会期中無し［内容］絵画
　
絵手がみ 布遊古会
12/13～18［休］会期中無し
　
フラワーサークルface
12/20～25［休］会期中無し［内容］フラワーアレン
ジ・プリザーブドフラワー
　
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
日本医家綜合美術展 神奈川医師会絵画展
12/2～8［休］会期中無し［内容］洋画・日本画・水彩・
版画
　
結成40周年さがみ会第17回作品展
12/9～14［休］会期中無し［内容］生涯学習の一環
として制作した書・写真・絵画・ちぎり絵・俳句等
　
第10回 萠墨会水墨画展
12/16～22［休］会期中無し［内容］自由な発想で描
いた四季折々の風景等。約40点
　
堀井裕子写真展 -オールドデリーの街角-
12/16～22［休］会期中無し［内容］歴史の古い旧市
街、活気と喧騒と混沌の街の様子や人々を紹介
　
第2回よこはまマンガ教室作品展 生徒のマンガ&
イラスト作品発表会
12/23～28［休］会期中無し［内容］小学生から一般
の生徒たちの作品
　
横浜市港南区民文化センター ひまわりの郷
 ☎848-0800 C-㉒
花植物画
11/27～12/3［休］会期中無し［内容］水彩。ボタニ
カルアート（草花や果物、木の実等を描く）
　
猫の手工房作品展 -クリスマスとお正月-
12/18～24［休］会期中無し［内容］クリスマスツ
リー・デコパージュ・ガラスのクツのキャンドル・
干支のひつじの置物等。手作りコーナーあり（有料）
　
横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール
 ☎511-5711 B-㉔
水仙会絵画展
12/3～9［休］会期中無し［内容］横浜の風景や静物等
　
横浜馬車道倶楽部第2回作品展
12/10～16［休］会期中無し［内容］写真
　
「百瀬研勢 一期一会の鎌倉」展
12/20～23［休］会期中無し［内容］鎌倉で出会った
花や風景の白黒写真に一片の言葉を添えた作品
　
ガラスにアート2014
12/24～27［休］会期中無し［内容］みじかなガラス
に気ままに個性を表現
　
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ 
 ☎866-2501 C-㉔
第5回とつかお結び広場
12/3～7［休］会期中無し［内容］戸塚を中心に様々
な分野で活動している方々の活動紹介
　
写真クラブどんぐり 第15回写真展
12/10～15［休］会期中無し
　
第3回泉デジタル写真展
12/16～22［休］会期中無し［内容］スナップ・風景等
　
高宮みちこの水彩画教室展
12/16～22［休］会期中無し［内容］透明水彩約60点

横浜市民ギャラリーの収蔵作品を毎月紹介します

横浜市民ギャラリーは9月1日に移転し、連絡先が変わりました。
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/



森麻美《探求》／透明水彩

《Animated Clock》 
2013年／ photo：Nobutada Omote

《愛嬌紅-ポインセチア》2014年 

《秋音》2014年
※今回の展覧会では展示されません

《銀ブラの復活 銀座》 昭和25年／撮影：林忠彦

さくら画廊 ☎846-3987 C-⑨
久世 愛・瑠璃 絵画展
11/27～12/2［休］会期中無し［内容］水彩・パステ
ル画等約28点
　
あさのたかを＆仲間たち展
12/4～9［休］会期中無し［内容］あさのたかを（風
景や動物の木壁画・タイル版画）・小泉すなお(陶芸)・
高嶋彩美(織り)
　
さくら画廊年末絵画展
12/11～21［休］12/17［内容］油彩・水彩・パステ
ル・水墨等、一般募集による60点
　
せんたあ画廊 ☎662-2937 A-50 b3
醍醐芳晴水彩展
12/3～12［休］会期中無し［内容］水彩界をリード
する作家の、技法書の刊行に合わせての個展
　
田中 茂個展
12/15～23［休］会期中無し［内容］洋画でありなが
ら日本の伝統的な要素を画面構成に取り込んだ作品
　
そごう美術館 ☎465-5515 A-52
再興第99回院展
12/11～28［休］会期中無し［内容］日本画。1914
年の再興以来続く日本美術院による公募展。秋の東
京展を皮切りに全国を巡回。本横浜展では同人作品
32点をはじめ、受賞作品、神奈川県出身・在住作家
による入選作品など総計83点を展覧　

大久保綾子油絵展
12/17～23［休］会期中無し［内容］ジュネーブから
バイオリージョンの風景
　
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
　
GALLERY hide&seek ☎439-3951 B-⑩
佐藤のり子織物展
11/28～12/2［休］会期中無し［内容］草木染めマ
フラー・額装品・タペストリー
　
デイジーハウス
12/4～7［休］会期中無し［内容］トールペイント小
物・アクセサリー
　
革あそびレザークラフト展 床爪扶美子
12/8～9［休］会期中無し
　
大澤嘉美 作陶展
12/11～16［休］会期中無し［内容］釉薬にこだわっ
た器達
　
一石一衣展-vol.5 BLACK&WHITE
12/18～23［休］会期中無し［内容］手作りアクセサ
リー・衣服・布小物
　
ギャラリーミロ ☎251-5229 A-37 c3
神奈川独立美術選抜小品展
12/1～7［休］会期中無し［内容］神奈川独立美術協
会によるグループ展
　
ボールペンアート展12/8～14［休］会期中無し
　
小品12月展
12/15～21［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・彫刻。
二紀会神奈川支部員によるグループ展
　
ギャラリー元町 ☎663-7565 A-38 c5
阿部茜展
12/2～7［休］会期中無し［内容］アクリル画
　
銀兎展12/9～14［休］会期中無し［内容］BAG
　
石井洋平展
12/16～21［休］会期中無し［内容］ガラス
　
飯田友理・岩本寿世展
12/30～1/4［休］会期中無し［内容］陶芸
　
ギャラリー Lei OHANA ☎941-6169 B-⑬
2014年 decreグループ作品展
11/30～12/1［休］会期中無し［内容］フラワーア
レンジメント・カルトナージュ・カリグラフィ
　
MORI MAKIKO アート展
12/3～15［休］会期中無し［内容］絵画
　
ギャルリーパリ ☎664-3917 A-40 b4
深見まさ子展
12/2～10［休］会期中無し［内容］油彩
　
松下カツミ展
12/11～20［休］日曜［内容］アクリル絵
　
野口明美版画展12/22～30［休］日曜
　
ぎゃるりじん＆Chiyo’s ☎681-5900 A-42 c4
久保田悦子個展
12/2～7［休］会期中無し［内容］平面
　
MKMS
12/9～14［休］会期中無し［内容］平面
　
金子恵 遊紙灯展
12/16～21［休］会期中無し［内容］立体造形
　
クロス・パティオ 緑のギャラリー ☎223-2621 A-68 a2
ステンドグラス作品展
11/27～12/3［休］会期中無し［内容］ランプ50点・
パネル5点

みつい画廊 ☎261-3721 A-67 c3
手塚國彦個展
12/8～14［休］会期中無し［内容］油彩
　
アトリエ・サン展
12/15～21［休］会期中無し［内容］油彩

Art Araq Asia Gallery（AAA Gallery）
 ☎664-3907 A-① b5
Paper Collection vol.2
12/6～12［休］火曜 ［内容］切り絵・コラージュ・ポ
ストカード。紙を使った作品の祭典
　
Ryovu 企画あわてんぼうのクリスマス展
12/13～19［休］火曜 ［内容］少し早いあわてんぼ
う達のクリスマス展
　
クリーチャー☆クリスマス
12/13～19［休］火曜 ［内容］怪獣・モンスターなど
架空の生き物のクリスマスイラスト展
　
AAA＆Baboo 大忘年展2014
12/20～26［休］火曜 ［内容］二会場で108点の作
品が展示される今年の〆の展覧会
　
art gallery, on the wind ☎251-6937 A-③ c3
ハッピークリスマス展2014
12/6、7、13、14［内容］大切な方にお礼の気持ちを
こめてプレゼントする作品を展示販売
　
Art Gallery 山手 ☎628-0267 A-④ b5
足助久美子個展
11/27～12/2［休］会期中無し ［内容］ペンと水彩画
　
中島志緒作品展2014
12/4～9［休］会期中無し ［内容］日本画・水彩
　
クリスマス展
12/12～25［休］会期中無し ［内容］ステンドグラ
ス・絵画・リース等
　
art Truth ☎263-8663 A-⑥ b5
宗像裕作展-星の音-
11/26～12/1［休］会期中無し ［内容］アクリル画
　
河野裕子個展-Little Christmas-
12/3～8［休］会期中無し ［内容］クリスマスをテー
マにした油彩・水彩・アクリル
　
永吉香里個展
12/10～15［休］会期中無し ［内容］陶器・陶作品
　
瀧田さりなCandle展
12/18～28［休］12/23 ［内容］創作キャンドル
　
Art Baboo146 ☎050-1048-3998 A-⑦ b4
ナガタナツミ企画展 -しずおカーニバル-
12/6～12［休］12/9 ［内容］静岡に関するイラス
ト・雑貨等
　
愛と哀展-in X’mas-
12/13～19［休］12/16 ［内容］イラスト
　
うーぱーんだーずのお楽しみ会展
12/13～19［休］12/16 ［内容］イラスト・雑貨・ネ
イル等
　
大忘年展
12/20～26［休］12/23 ［内容］オールジャンル。企
画展
　
1010美術 1010Art Gallery ☎680-4033
都守太朗個展 -つぎのカーブ-
11/29～12/14［休］水曜 ［内容］絵画
　
エリスマン邸 ☎211-1101 A-⑫ b5
布ぞうり・リボンレイ・キルト・茶箱展
11/27～12/2［休］会期中無し ［内容］４つのコウ
ボ展
　
写真展SHYNE
12/3～8［休］会期中無し
　
安土陶芸教室作陶展
12/9～14［休］会期中無し 

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

愛個展 -愛嬌紅-
12/19～28［休］月曜［内容］油彩画家・大野愛が日
本画家・愛として描く日本画。冬の庭園に咲く色と
りどりの花を描く

神奈川県立地球市民かながわプラザ
 ☎896-2121 C-⑤
写真展「昭和」写真家が捉えた時代の一瞬
9/20～12/23［休］月曜（祝日の場合は開館）［内容］
日本を代表する写真家の名作が一堂に会す。戦前・
戦中の暮らし、戦後復興期からオリンピック・万博
に沸いた高度経済成長期までの約140点を展示

ガレリア セルテ ☎651-5471 A-⑲ b3
醍醐芳晴水彩画展
12/3～12［休］会期中無し
　
渋谷直人個展
12/22～28［休］会期中無し［内容］絵画
　
Gallery ARK ☎681-6520 A-㉓ c4
アートで聴く音楽 ＣＤジャケットアート展
11/27～12/6［休］日曜［内容］好きなＣＤのジャ
ケットをイメージして描かれた油彩等
　
アニマート展
12/11～20［休］会期中無し［内容］ハガキサイズの
作品
　
gallery and cafe fu ☎070-6429-8597 A-㉔ c5
加藤秀之個展 -ヌクヌクのいるところ-
12/2～14［休］月曜［内容］絵画。スタジオジブリ発
行の小冊子「熱風」の表紙イラスト原画と、表紙の
キャラクター＝ヌクヌクの住む世界をイメージし制
作した新作を展示

1ROSE・ガラスアート展VOL.5
12/15～19［休］会期中無し ［内容］ステンドグラス
　
横浜ダウンタウン写真展
12/21～26［休］会期中無し
　
大佛次郎記念館 ☎622-5002 A-⑬ b5
特集展示「大佛次郎の『パナマ事件』」
8/26～12/25［休］月曜（祝日の場合は翌日）［内容］
大佛が「朝日ジャーナル」に連載したノンフィクショ
ン小説「パナマ事件」の直筆原稿および、風間完氏
（1919-2003）による同作の挿絵原画等関連資料を
展示

あ行

か行

ま行

横浜開港資料館 ☎201-2100 A-75 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
　
横浜画廊 元町店 ☎681-0177 A-76 b5
山田紀代個展
11/28～12/3［休］会期中無し［内容］油彩
　
光暁の会展
12/5～10［休］会期中無し［内容］油彩・版画
　
ガラスの酒器展
12/12～17［休］会期中無し［内容］ガラス作家8人
の作品展
　
西村知恵個展
12/19～25［休］会期中無し［内容］油彩
　
横浜市旭区民文化センター サンハート
 ☎364-3810 C-⑰
フォトサークル「オーロラ」第19回展示会
11/25～12/1［休］会期中無し［内容］写真
　
横浜市泉区民文化センター テアトルフォンテ
 ☎805-4000 C-⑱
川へのドア展2014 -Door to the river 27-
11/26～12/1［休］会期中無し［内容］横浜国大美
術科卒業生9名によるグループ展
　
横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場
 ☎771-1212 C-⑲
Tole Painting Factory トールペイント作品展vol.5
11/27～12/2［休］会期中無し［内容］アクリル・オ
イルで描いた作品。トールペイント体験会あり（詳
細は要問合せ）
　
第9回淨彩展
12/4～8［休］会期中無し［内容］ダ・ヴィンチ、淨眞
会合同展。水彩・油彩約70点
　
横浜市磯子区民ホールギャラリー
 ☎750-2393 C-⑳
フラワーサークル スプリングベル
11/29～12/4［休］会期中無し［内容］フラワーア
レンジメント

や行

さ行

鶴見画廊 ☎584-7208 B-⑱
瀧ヶ崎千鶴展
11/27～12/4［休］会期中無し［内容］日本画

た行

仲通りギャラリー ☎211-1020 A-54 b3
上田耕造展
12/15～21［休］会期中無し［内容］油彩・水彩約25点
　
日本新聞博物館 ☎661-2040 A-56 b4
石川文洋写真展「ベトナム戦争と沖縄の基地」
10/25～12/21［休］会期中無し［内容］ベトナム戦
争終結後40年となる現在も枯れ葉剤の後遺症や不
発弾に苦しむベトナムの人々、そしてベトナム戦争
の最大の後方基地でありいまだに基地問題に揺れる
沖縄。戦争の実態と平和の大切さを、沖縄出身でベト
ナム取材50年となる石川氏の写真150点で伝える
　
爾麗美術 ☎222-4018 A-57 b4
竹村 健 版画展
12/1～7［休］会期中無し［内容］版画・刻画
　
鈴木正道展
12/13～23［休］12/17［内容］平面

な行

f.e.i art gallery ☎325-0081 A-63
中村祐子 日本画展 -輝きの模索-
12/8～19［休］土曜、日曜［内容］自然をモチーフに、
光によって変化する輝きを追求した花鳥画

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA 
 ☎411-5031 A-64
絵・本・展
12/10～21［休］月曜［内容］約20名の作家による
絵本や書籍の原画展。読み聞かせイベントあり

は行

ギャラリーかれん ☎543-3577 B-⑥
（企画展）港北区作業所連絡会展 あったかハート大
集合
12/1～6［休］会期中無し
　
活動ホームともだちの丘展
12/8～13［休］会期中無し［内容］自主製品の展示販売
　
フラワーコルテ手仕事展
12/15～20［休］会期中無し［内容］押花・ドライフ
ラワー・パンフラワー等
　
ギャラリーKAN ☎641-4751 A-㉗ c4
クリスマスの飾りたち展
12/2～14［休］12/8［内容］リース・小物・来年の
干支等約500点
　
ギャラリー伽羅 ☎842-1428 C-⑥
手作りきゃらSHOP
12/1～20［休］日曜、月曜［内容］着物リフォーム服・
バック・ミニポーチ・干支の羊の細工等
　
ギャラリーこやま ☎545-1105 B-⑦
畠山督子あみもの作品展
11/29～12/5［休］会期中無し［内容］コート・セー
ター・ベスト等小物約50点
　
佐藤光男水彩画個展
12/6～12［休］会期中無し［内容］日本の四季の風
景画。50点 
　
2014手づくり展
12/14～20［休］会期中無し［内容］石井朝美（手ぬ
いの帽子）・金子千恵子（押し花）・島崎まり（七宝）・
吉永孝夫（陶画・陶小物）・村田茂子（手づくりバッ
ク）。120点
　
ギャラリーダダ ☎461-1533 A-㉛
笹倉貫聖アクリル画展
11/26～12/2［休］会期中無し［内容］夢とユーモ
アをコンセプトに
　
小滝 潤水彩画展
11/26～12/2［休］会期中無し
　
伊部尚子油絵展
12/3～9［休］会期中無し［内容］花や国内外の風景
　
外村幹治作陶展
12/3～9［休］会期中無し［内容］タブレット他陶芸
作品
　
アートフェスティバルベスト20選抜展
12/10～16［休］会期中無し［内容］8月のフェス
ティバルで人気投票ベスト20人の作品
　
柳橋和子作品展
12/10～16［休］会期中無し［内容］和紙ちぎり絵
　
今城良子水彩画展
12/17～23［休］会期中無し［内容］花の輝きに癒し
を求めて

※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。


