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ホームページでも情報公開 !
http://ycag.yafjp.org/

森日出夫《森の観測　赤煉瓦倉庫》
1991年／カラー・プリント／ 36.2×54.1cm

●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、展示施設があるのをご存知ですか?
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12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

澤 清嗣・克典 作陶展 2/4～10［休］会期中無し
山本太郎展
2/11～17［休］会期中無し［内容］日本画
森 泰司 作陶展 2/11～17［休］会期中無し
辻 石斎展 2/18～24［休］会期中無し
山岸大成 作陶展 2/25～3/3［休］会期中無し
山本雅子 洋画展 2/25～3/3［休］会期中無し
横浜美術館 ☎221-0300 A-87 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［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

横浜美術大学 大学ギャラリー ☎963-4066
平成26年度横浜美術大学卒業制作展
2/19～22［休］会期中無し
横浜みなと博物館 ☎221-0280 A-88 b2
神奈川新聞社創立125周年記念展 報道写真が写し
だした戦後の横浜港
2/14～4/12［休］月曜（祝日の場合は翌日）［内容］
戦後から高度成長期、そして平成の横浜港に起こっ
た様々な出来事（接収、接収解除運動、港の拡張、コ
ンテナ化、みなとみらい21の開発等）を、神奈川新
聞社所蔵の写真で展示

吉田町画廊 ☎252-7240 A-91 c3
木版画展
1/19～2/1［休］会期中無し［内容］3人展

横浜ユーラシア文化館 ☎663-2424 A-90 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

横浜美術館2014年度コレクション展第Ⅱ期
「抽象画-戦後から現代」／「光と影-都市との対話」
12/6～3/1［休］木曜［内容］① 山口長男（たけお）、
元永定正、辰野登恵子等の、戦後から現代に至る抽
象画 ②高橋由一、小林清親、清水登之（とし）から奈
良美智（よしとも）に至る、都市景観や都市生活にお
いて、光や影を敏感に捉えた作品や見る者に光の在
り方を意識させる作品を展示。また、写真展示室に
おいて、現代の都市における光と影を強烈に映し出
した金村修、磯田智子、米田知子らの作品を紹介

横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ 
 ☎866-2501 C-㉔
色鉛筆アート・写真展
2/13～15［休］会期中無し［内容］展示作品の解説
＆ミニ体験コーナー設置
パンフラワー工房作品展
2/19～22［休］会期中無し［内容］樹脂粘土に自分
の好きな色彩で作ったお花や小物等
アート・先生とみんなの会 手工芸作品展 2015
2/24～3/2［休］会期中無し［内容］戸塚の手工芸作
家による作品展
現展神奈川支部 新春展
2/24～3/2［休］会期中無し［内容］現代美術を追求
する団体
横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-㉖
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
あざみ野フォト・アニュアル「石川直樹 NEW MAP 
- 世界を見に行く」
1/31～2/22［休］会期中無し［内容］ヒマラヤや北
極･南極など、世界の最果てから都市の混沌まで旅
する写真家･石川直樹の個展

あざみ野フォト・アニュアル 横浜市所蔵カメラ・写
真コレクション展「旅をするまなざし」
1/31～2/22［休］会期中無し［内容］「旅と写真」をテー
マに収蔵品のカメラと写真、関連資料約200点を展示

Gallery in the Lobby「距離とピント」
2/28～3/22［休］会期中無し［内容］ピントを合わ
せるための機構、距離計を内蔵したカメラなど約
10点を展示

横浜市吉野町市民プラザ ☎243-9261 C-㉖
第4回光のフォトコンテスト写真展
2/25～3/1［休］会期中無し［内容］2014年12月
に蒔田公園にて開催された「光のぷろむなぁど
2014」の会場を撮ったフォトコンテストの入選作
品展
横浜髙島屋美術画廊 ☎311-5111 A-81
三ツ井為吉 作陶展 1/28～2/3［休］会期中無し
北川健次展「stresaの組鐘-偏角31度の見えない
螺旋に沿って-」
1/28～2/3［休］会期中無し
ミニアチュール -中山忠彦×牧 進一
2/4～10［休］会期中無し

横浜市民ギャラリーの収蔵作品を毎月紹介します

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/

撮影：笠木靖之

《ホルス神の眼を捧持するヒヒ像》東海大学蔵

《白のシンフォニー No.2：小さなホワイト・ガール》
1864年 テート美術館　©Tate, London 2014

プラット・D・バビット《ナイアガラ瀑布》 
1853年頃／ダゲレオタイプ

石川直樹《POLAR》 2006年／タイプＣプリント
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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。
横浜をもっと楽しむ写真の国際イベント「フォト・ヨコハマ2015（1～3月）」開催中
http://www.photoyokohama.com/

朝倉摂《いたずらパック・シェークスピア「真夏の夜の夢」より》
2007年　※参考作品

《浅田真央 氷上の涙》2014年2月20日撮影・毎日新聞

大塚義孝《クインテット》2014年

《蕾を抱く木》

スー ピン リー《昨日の夢に、猫の友達が出てきた》
韓国／10歳

《醒めない夢へ》2013年

★この欄と同色のものが写真展です。

Paris, 1952  Robert Capa
©International Center of Photography

 / Magnum Photos

せんたあ画廊 ☎662-2937 A-50 b3
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作品
そごう美術館 ☎465-5515 A-52
微笑みに込められた祈り 円空・木喰展
2/7～3/22［休］会期中無し［内容］江戸時代の異な
る時期に日本各地を巡り、共に膨大な数の仏像・神
像を残した円空（1632～1695）と木喰（1718～
1810）。新発見・初公開を含む木彫像あわせて約
250点を展覧
そごう横浜店美術画廊 ☎465-5506 A-53
秀美展 連動 第二会場 1/27～2/2［休］会期中無し
朴香淑 作品展 1/27～2/2［休］会期中無し
濱口清 油絵展  2/3～9［休］会期中無し
飯塚六郎 油絵展2/3～9［休］会期中無し
日本画・洋画巨匠作家展 2/10～16［休］会期中無し
黄金展 2/17～23［休］会期中無し

Vol.6 すべては猫のために
2/23～28［休］会期中無し［内容］アクリル絵・油彩・陶器。
宇野亜喜良他

ゴールデンギャラリー ☎201-7118 A-45 b3
第42回墨友書展2/8～11［休］会期中無し
第30回記念 ぴおシティ選抜書初展
2/14～16［休］会期中無し
第22回神奈川県代表書家展 2/19～25［休］会期中無し

みつい画廊 ☎261-3721 A-67 c3
第36回如月展
2/9～15［休］会期中無し［内容］絵画・彫塑・工芸・
写真
Welcome 吉田町展
2/23～3/1［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・立
体等。ギャラリーミロ、リーブギャラリー、吉田町画
廊との合同展

Art Araq Asia Gallery（AAA Gallery）
 ☎664-3907 A-① b5
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、
立体とハンドメイド作品
Art Gallery 山手 ☎628-0267 A-④ b5
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

第6回猫・ねこ写真展 PART2
2/13～22［休］会期中無し［内容］デジタルカメラ、
アナログカメラで撮影した９名の作品

art Truth ☎263-8663 A-⑥ b5
中井結美 個展
2/18～23［休］会期中無し［内容］油彩・えんぴつ画

如月 愛 個展
2/25～3/2［休］会期中無し［内容］アクリルを使っ
た抽象画
Art Baboo146 ☎228-8146 A-⑦ b4
ウィンドオブストリート
2/7～13［休］2/9［内容］企画展。グラフィティー
やストリートアートカルチャー
粟田洋介「道ならぬ純愛」
2/14～20［休］2/16［内容］写真・イラスト
かすだ個展
2/14～20［休］2/16［内容］イラスト
飯塚悠太展
2/21～27［休］2/23［内容］絵画
ながしまえりこ展
2/28～3/6［休］会期中無し［内容］イラスト
早川沙由里展
2/28～3/6［休］会期中無し［内容］イラスト
1010美術 1010Art Gallery ☎680-4033
姚 小全展
1/24～2/1［休］水曜［内容］書。“漢字が動く”Dancing 
Characters

第70回ハマ展 一般受賞者展
2/27～3/3［休］会期中無し［内容］2014年ハマ展で受
賞した一般出品者の作品展。油彩・日本画・写真・彫刻
gallery fu ☎070-6429-8597 A-㉔ c5
飯塚緑 個展「Tree Trees」
2/4～8［休］会期中無し［内容］それぞれの土地でそ
れぞれの物語を生み出しながら広がり続ける「木」
の創造的な世界を布絵をつかって表現

ギャラリーミロ ☎251-5229 A-37 c3
春田景子展
1/26～2/1［休］会期中無し［内容］絵手紙・油彩・書
かくかく展
2/2～8［休］会期中無し［内容］油彩・パステル画。
白日会神奈川支部のミロ賞受賞者の作品
アトリエ21 三人展
2/9～22［休］会期中無し［内容］油彩・水彩。冬景色
を描く紀行。上田耕造・岡田高弘・広田稔
Welcome 吉田町展
2/23～3/1［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・日
本画等。吉田町4画廊の共同企画
ギャラリー元町 ☎663-7565 A-38 c5
池上宗太郎展
1/27～2/1［休］会期中無し［内容］現代美術
小泉紗綾展
2/10～15［休］会期中無し［内容］木彫
阿部代里子展
2/17～22［休］会期中無し［内容］人形
ギャルリーパリ ☎664-3917 A-40 b4
中嶋紫都展
2/2～7［休］会期中無し［内容］京都のアトリエより
漆工芸の魅力を世界に伝えるアーティストの新作展
特別写真展示「マグナムが観たモノクロームのパリ」
2/10～15［休］会期中無し［内容］「フォト・ヨコハ
マ」参加企画

爾麗美術 ☎222-4018 A-57 b4
爾麗美術展 立体・BOXART
2/7～22［休］2/18［内容］喜多村 紀（BOXART）・シ
リア・ジェイムス（テラコッタ）・鈴木淑子（陶）・瀧本
光國（木）・山本治美（粘土）。20点

ロータリアン展
2/23～28［休］会期中無し
画廊 楽 ☎681-7255 A-㉒ c4
田中茂 個展
2/9～15［休］会期中無し［内容］油彩
鶴岡義詮 個展
2/9～15［休］会期中無し［内容］油彩
二十歳展
2/16～22［休］会期中無し［内容］フリージャンル。
グループ展
Gallery ARK ☎681-6520 A-㉓ c4
中井結美展
2/19～28［休］日曜［内容］人形・油彩等
ギャラリーかれん ☎543-3577 B-⑥
やもりの手展
2/2～7［休］会期中無し［内容］織・染・バック等
横浜共生会展
2/9～14［休］会期中無し［内容］自主製品の展示販売
いろ＋iro＋彩＝展
2/16～21［休］会期中無し［内容］裂き織・アクセサ
リー・布人形等
こだわりものづくり展
2/23～28［休］会期中無し［内容］裂き織等
ギャラリーKAN ☎641-4751 A-㉗ c4
江戸ちりめんの押絵展
2/24～3/8［休］3/2［内容］古布（江戸ちりめん）を使
用した羽子板・くま手・額入りのお雛様等、約35点
ギャラリーこやま ☎545-1105 B-⑦
絵と陶〈常設展〉
2/1～7［休］2/5［内容］油彩・水彩・萩焼・益子焼
椋の会〈2月〉展
2/11～17［休］会期中無し［内容］掛川ふじ（水彩）・
島崎まり（七宝）・墨絵等、約20点
手しごと展
2/21～27［休］会期中無し［内容］山本百合恵らに
よる手づくりニットや山の幸染め等
ギャラリー守玄齋 ☎201-7118 A-㉚ b3
第30回記念 ぴおシティ選抜書初展
2/14～16［休］会期中無し
第22回神奈川県代表書家展
2/19～25［休］会期中無し
ギャラリーダダ ☎461-1533 A-㉛
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
けいちつ会展
2/4～10［休］会期中無し［内容］水彩
ドライフラワー展
2/11～17［休］会期中無し
小さな小さな絵の展覧会
2/18～24［休］会期中無し［内容］500点
ただすみえ猫展
2/25～3/3［休］会期中無し［内容］メルヘンの世界
へご案内
GALLERY hide&seek ☎439-3951 B-⑩
ぬくもり手作り展
2/2～5［休］会期中無し［内容］レザークラフト他ア
クセサリー
ギャラリーぴお ☎681-5122 A-35 b3
第10回新世紀美術協会 東京支部展
2/6～10［休］会期中無し［内容］第60回新世紀美
術協会展（5/2～10、東京都美術館）に出品する大作
の下見を兼ねた新作の発表会
第22回神奈川県代表書家展 （併催 第8回次代を担
う新進作家展）
2/19～25［休］会期中無し［内容］神奈川の書家作
品をジャンルや会派を問わず一堂に展示。若手作家
の作品も

Theme Time Art Show～ Episode1
2/10～15［休］会期中無し［内容］日常的なテーマ
をもとにフレッシュなアーティスト作品を集める
カナガワビエンナーレ国際児童画展応援企画
 「世界のネコレクション」
2/20～3/1［休］月曜［内容］世界の子どもたちが描
くネコの絵と、横浜ゆかりのアーティストがつくり
だすネコをテーマとした作品とのコラボレーション
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ガレリア セルテ ☎651-5471 A-⑲ b3
関内アートスクール生徒作品展パートⅠ
2/1～7［休］会期中無し
関内アートスクール生徒作品展パートⅡ
2/8～14［休］会期中無し
サンデー会展
2/16～22［休］会期中無し

か行

ま行

山手234番館 ☎625-9393 A-72 b5
カトレア水彩画展
1/29～2/3［休］会期中無し
みなとまち絵本の会
2/1～6［休］会期中無し［内容］童画
花のうた・風の香り
2/5～9［休］会期中無し［内容］イラスト（ 詩・絵 ）
ユースギャラリー
2/14～23［休］会期中無し［内容］フェリス女学院、
横浜共立学園中学校、横浜市立元街小学校の児童・
生徒の作品展
色彩を求めて97年 井上寛子 油絵展
2/26～3/3［休］会期中無し
山手111番館 ☎623-2957 A-73 b5
バレンタインに贈るテディベア・アート&モヘア
ドッグ展
2/1～3［休］会期中無し
本牧絵画教室HANAbana展
2/5～11［休］会期中無し
山手ユースギャラリー 聖坂養護学校
2/14～23［休］会期中無し［内容］生徒の美術作品
島野聖子 個展 光とガラスのエレガンス2015春
2/27～3/1［休］会期中無し［内容］ヨーロピアング
ラスリッツェン
横浜赤レンガ倉庫1号館 ☎211-1515 A-74 a3
平成26年度横浜美術大学卒業制作選抜展
2/26～3/3［休］会期中無し［内容］平成26年度卒
業生卒業制作から選抜された作品展
横浜開港資料館 ☎201-2100 A-75 b4
横浜開港資料館平成26年度第4回企画展示「ガー
ルズ ビー アンビシャス！-横浜山手のミッション・
スクール-」
1/28～4/19［休］月曜（祝日の場合は翌日）［内容］
明治期、アメリカのプロテスタント伝道団やフラン
スのカトリック修道会が横浜、山手の丘に創設した
女子ミッション・スクール。その歴史を各校が所蔵
する資料をもとにたどるとともに、ミッション・ス
クールが横浜の女子教育に果たした役割を考える
横浜画廊 元町店 ☎681-0177 A-76 b5
小林大輔 ガラス展
2/24～3/1［休］会期中無し

や行

さ行

鶴見画廊 ☎584-7208 B-⑱
第18回路の会展
2/5～14［休］2/10［内容］中堅作家６名によるグ
ループ展。浅野康則・木村優博・林 奈保美・久富巧兵・
本田次郎・前川隆敏
スプリング・コレクション展 2/19～26［休］2/22、24

た行

日本郵船歴史博物館 ☎211-1923 A-55 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）［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
日本新聞博物館 ☎661-2040 A-56 b4
2014年報道写真展
1/10～3/29［休］月曜（祝日の場合は翌日）［内容］
社会情勢を捉える力、瞬間を切り取る写真記者の
“技”を垣間見ることのできる企画展。東京写真記者
協会に加盟する新聞・通信・放送34社の記者が
2014年に撮影した報道写真の中から選んだ約280
点、および東京以外の各地区写真記者協会が選んだ
グランプリ作品6点を展示

な行

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA 
 ☎411-5031 A-64
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
放送ライブラリー ☎222-2828
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）
［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

横浜市泉区民文化センター テアトルフォンテ
 ☎805-4000 C-⑱
吊るし雛アート展示会
1/29～2/8［休］会期中無し［内容］子どもの健やか
な成長への願いを託す日本古来の伝統工芸品「吊る
し雛」を楽しむ。2/7、8 体験教室開催
緑園書道教室 作品展
2/10～16［休］会期中無し［内容］書・俳画作品約
40点
第13回こもれび水彩画展
2/18～24［休］会期中無し［内容］絵画教室「こもれ
び」に集う仲間達のグループ展
横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場
 ☎771-1212 C-⑲
第6回木曜油彩会展
2/11～16［休］会期中無し［内容］杉田地区センター
で活動する絵画サークルの会員15人の油彩・水彩
約50点
YOKOHAMA「星団」写真展
2/22～28［休］会期中無し［内容］共同個展
横浜市磯子区民ホールギャラリー
 ☎750-2393 C-⑳
磯子区文化協会手工芸部
1/28～2/2［休］会期中無し［内容］手工芸
はがき絵サークル
2/4～9［休］会期中無し［内容］絵手紙
磯子区小中学校 合同 個別支援学級
2/11～16［休］会期中無し［内容］絵画・書・工作
SUNSUN会
2/18～23［休］会期中無し［内容］絵画
押し花 野の花グループ
2/25～3/2［休］会期中無し
横浜市岩間市民プラザ ☎337-0011 C-㉑
書祥社展
2/6～8［休］会期中無し［内容］書
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
第24回浜画友会展
2/3～9［休］会期中無し［内容］水彩・油彩等
第8回三水会
2/3～9［休］会期中無し［内容］元NKKのOBによ
る同好会。絵画・写真・ステンドグラス等
第4回神奈川区デジカメサークル合同写真展
2/11～15［休］会期中無し［内容］神奈川区内7つ
のデジカメサークルの合同展 
神奈川区文化展「写真・洋画」
2/18～23［休］会期中無し［内容］2/22(日)10時
～15時お茶席あり
神奈川区文化展「日本画・書道・工芸」
2/25～3/2［休］会期中無し［内容］3/1(日)10時～
15時お茶席あり
横浜市港南区民文化センター ひまわりの郷
 ☎848-0800 C-㉒
第4回フレッシュ展
1/29～2/4［休］会期中無し［内容］油彩・水彩
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4回サルビアこども絵画展
2/6～9［休］会期中無し［内容］鶴見区にゆかりのあ
る子ども達による公募展
第11回たぶろう横浜展
2/19～24［休］会期中無し［内容］絵画を中心とし
た平面芸術。大崎美津子・森英雄・河英愛
海外の水彩スケッチ・ペン画
2/25～3/3［休］会期中無し［内容］グループ展。フ
ランス、イギリス、ネパールで描いた水彩スケッチ
20点
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ 
 ☎866-2501 C-㉔
平成27年度 神奈川県きりえ展
2/3～9［休］会期中無し［内容］神奈川県きりえの会
会員等の作品、約100点
第6回なごみの会 会員展「絵画研究会」
2/3～9［休］会期中無し［内容］会員12名のグルー
プ展

は行

※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。


