横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール
☎511-5711

第 12 回フォトサークル虹の会写真展
5/13〜19［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
三彩会展（水彩）
4/28〜5/4［休］会期中無し

☎866-2501

B-㉔

C-㉔

「10 周年記念写真展」柏尾台写真同好会
5/5〜11［休］会期中無し
フォトサークル「オーロラ」第 20 回展示会
5/5〜11［休］会期中無し［内容］40 点。主として風
景。半数は水に因んだ写真
石刻の会 第三回作品展
5/19〜25［休］会期中無し
現代墨絵 佐野墨絵教室作品展
5/20〜24［休］会期中無し
第 49 回白のつどい展（読売文化センター高間教室
発表展示会）
5/26〜6/1［休］会期中無し［内容］油彩等
横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-㉖
第 8 回田園写友会写真展
4/28〜5/3［休］会期中無し［内容］各自の感動した
瞬間の作品。約 50 点

横浜市吉野町市民プラザ
☎243-9261
友墨会展
4/28〜5/3［休］会期中無し［内容］水墨画

C-㉖

横浜

や行

ギ ャ ラ リ ー

第 18 回よこはま写遊会写真展
5/20〜24［休］会期中無し
第 8 回熊谷組悠友会横浜支部悠友展
5/25〜31［休］会期中無し
横浜髙島屋美術画廊
藤原敬介 作陶展
4/29〜5/5［休］会期中無し

☎311-5111

め ぐ り

A-

佐藤正和 彫刻展
4/29〜5/5［休］会期中無し
☎663-2424 A- b4
横浜都市発展記念館
戦後 70 年 時計屋さんの昭和日記
4/25〜6/28［休］月 曜（5/4 は 開 館）
、5/7［内 容］横
浜の時計屋さんの日記をもとに、激動の時代の横浜‑
戦時下、空襲、戦後混乱期‑を、一青年の視点から再現

2015 年

横浜美術館
☎221-0300 A- b2
企画展「石田尚志 渦まく光」
3/28〜5/31［休］木曜［内容］現代美術および映像
の領域で大きな注目を集める石田尚志の初の大規模
個展。過去 20 年間の代表作に新作の映像インスタ
レーションを加えた約 30 作品に、パフォーマンス
や上映会などの多彩な関連イベントも交えて、その
創作活動を俯瞰する

5

月号

横浜市民ギャラリーの収蔵作品を毎月紹介します

しんえいフォトクラブ 第 16 回写真展
4/28〜5/3［休］会期中無し［内容］モノクロ写真を
中心とした約 60 点
6 人展 print works
4/29〜5/3［休］会期中無し［内容］版画・写真・立
体等。約 100 点
グループ青葉 ボタニカルアート展 東急 BE 青葉台・
自由が丘教室
5/4〜10［休］会期中無し［内容］吉田桂子先生指導
の教室展。約 100 点

《光の落ちる場所》2015 年／ビデオ ©Takashi Ishida

ら行

森村学園中高等部美術部 展覧会
5/5〜10［休］会期中無し［内容］絵画・立体・共同
作品。約 100 点

リーブギャラリー
きとう みちえ展
5/11〜17［休］会期中無し

Y,Y,Y, 版画展
5/12〜17［休］会期中無し［内容］横浜美術館・市民の
アトリエ版画室で制作する55人の作品。約 130 点。

てんてん第 20 回水彩画展
5/18〜24［休］会期中無し

第 10 回さつき水墨画展＆押し花展
5/26〜31［休］会期中無し［内容］約 50 点

☎253-7805 A-

b3

コスモ教室
5/25〜31［休］会期中無し［内容］油彩・水彩

青木四郎《大佛次郎記念館》
1979 年／水彩、紙／ 36.0×44.0cm

●ホームページで作品解説をご覧いただけます

第 6 回作品展示会 ‑ つるし飾り ‑
5/28〜6/6［休］会期中無し［内容］古布・絹布で作
る細工物。200 本

横浜市民ギャラリー展覧会情報
4/29〜5/4
第 82 回 県展（公募）
［B1/1F/2F/3F］
［主催］神奈川県美術家協会［内容］油彩・日本画・水
墨画・版画・水彩画・工芸・彫刻・立体・写真・ドラ
マチックアート・ジュニア等。約 850 点
5/5〜5/11
夢の配達人展 2015［3F］
［主催］デジタルフォト研究会［内容］A2 パネル額を
中心に約 200 点
第 21 回 時のかたち展［B1/1F/2F］
［主催］時のかたち［内容］油彩 60 点・小品 50 点・彫
刻・立体 20 点
5/12〜5/17
第 29 回 爽風展［3FA］
［主催］爽風美術協会［内容］油彩・水彩約 90 点
写友「どんぐり」写真展［3FB］
［主催］写友「どんぐり」
［内容］50〜60 点
横浜金沢写真連盟・第二回公募展［2FA］
［主催］横浜金沢写真連盟［内容］半切額約 100 点

※会期・時間等は事前にご確認ください

5/12〜5/17
萠友会日本画展［2FB］
［主催］萠友会［内容］約 45 点
グループ「わ」展［1F］
［主催］グループ「わ」
［内容］油彩・水彩・日本画・水
墨画約 30 点
第 10 回 ハワイアンキルト展示会［B1F］
［主催］レフア・ハート
5/20〜5/25
第 57 回 二科神奈川支部展［B1/1F/2F/3F］
［主催］二科神奈川支部［内容］神奈川県内の同人と
公募作品。油彩約 150 点
5/27〜6/1
第 38 回 ヨコハマ日曜画家展［B1/1F/2F/3F］
［主催］NPO 法人横浜美術友の会・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）
［内
容］日頃大きな会場で発表する機会の少ない絵画愛
好家のための作品公募展

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 ?
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
ケジュールをご案内する情報誌です。
（市民ギャラリーの情報誌、年 3 回発行）
「ヨコハマ・ギャラ
「アートヨコハマ」

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 2015 年 3 月15 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）
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/

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

えろてろ展
4/25〜5/1［休］4/28［内容］エロティックアート

アマニ 個展
4/25〜5/1［休］4/28［内容］可愛らしさの中に毒
が潜むイラスト
黒美 個展
4/25〜5/1［休］4/28［内容］エロティックで大人
な雰囲気の鉛筆画
塩原 個展 5/2〜8［休］5/5［内容］イラスト
竹谷一平 個展 5/2〜8［休］5/5［内容］写真
ZOO 展 5/9〜15［休］5/12［内容］イラスト・写真
AKIKO。個展 5/9〜15［休］5/12［内容］イラスト
YURINA 個展 5/9〜15［休］5/12［内容］絵画
イケメン☆ミュージアム
5/16〜22［休］5/19［内容］イラスト
ニイクミコ 個展
5/16〜22［休］5/19［内容］イラスト
ケミカる 個展
5/16〜22［休］5/19［内容］イラスト
AAA 4 周年 記念展覧会 5/23〜29［休］5/26
すず 個展『空想めぐり』
5/23〜29［休］5/26［内容］イラスト
怪獣小僧 個展 5/23〜29［休］5/26［内容］イラスト
art gallery, on the wind
☎251-6937 A-③ c3
ヨコハマ薔薇展 2015
5/9、10、16、17［内容］横浜市の市花・薔薇をテー
マにした作品展
Art Gallery 山手
☎628-0267 A-④ b5
第 10 回猫の展覧会
4/24〜5/10［休］会期中無し［内容］猫をモチーフ
にした木彫り作品・銅版画・油彩等

大船美術画廊
☎894-0491 C-③
田口弘勝展
5/1〜10［休］会期中無し［内容］リトグラフ・ドロー
イング・版画。鎌倉の心象風景等
大佛次郎記念館
☎622-5002 A-⑬ b5
平成 27 年度テーマ展示Ⅰ 磯貝宏國コレクション
vol.1 鞍馬天狗ワンダーランド ‑ 映画のたのしみ
3/19〜7/12［休］月曜（祝日の場合は翌日）
［内容］
映画ポスターからメンコまで、選りすぐりの映画関
連資料を初公開

か行
神奈川近代文学館
☎622-6666 A-⑭ b5
没後 50 年 谷崎潤一郎展 ‑ 絢爛たる物語世界 ‑
4/4〜5/24［休］月曜（祝日の場合は開館）
［内容］谷
崎の『永遠女性』―妻・松子へあてた膨大な書簡など
の新資料を中心に、芸術に生涯を捧げた文豪の足跡
をたどる
神奈川県立歴史博物館
☎201-0926 A-⑱ b3
特別展「中世東国の茶 ‑武家の都鎌倉における茶の
文化‑」
4/25〜6/21［休］月曜（5/4 は開館）
［内容］武家の
都・鎌倉で花開いた中世東国の喫茶文化をテーマと
し、千利休以前の時代のさまざまな喫茶のスタイル
や道具を展示
ガレリア セルテ
柳原良平 個展
5/8〜16［休］会期中無し

☎651-5471 A-⑲ b3

角村先光 個展
5/18〜24［休］会期中無し［内容］油彩
第 18 回遊濱会展
5/25〜31［休］会期中無し［内容］絵画教室展。油彩・
水彩・日本画
ギャラリーかれん
☎543-3577 B-⑥
陶器展
4/27〜5/2［休］会期中無し［内容］吉田博子の作品
まいんどくらぶ展
5/11〜16［休］
会期中無し
［内容］
自主製品
それいゆ作品展
5/18〜23［休］会期中無し［内容］アクセサリー・
バック・染・織・花・版画等
加藤香保里・平沢みゆき展
5/25〜30［休］会期中無し［内容］鞄・服
☎641-4751 A-㉗ c4

西誠人《ニャロット》
2015 年／木彫（キャットカーヴィング）

華彩洋子展‑ヨコハマの風と薫り‑みなと 洋館 薔薇
5/21〜26［休］会期中無し［内容］水彩・銅版画
『西川克己展 ‑町・いつかどこかで ‑』
5/29〜6/7［休］会期中無し［内容］油彩・水彩
Art Baboo146
☎228-8146 A-⑦ b4
HENTAI FESTA
4/25〜5/1［休］4/28［内容］企画展。オールジャンル
ひさ C 個展『はばたけウィオラ』
5/2〜8［休］5/5［内容］イラスト
濱田真衣・坂柳光香 個展
5/9〜22［休］5/12、19［内容］絵画
☎680-4033
1010 美術 1010Art Gallery
清野耕一 個展 Cultivation（培養体）
5/2〜26［休］水曜［内容］立体・版画・インスタレー
ション

エリスマン邸
☎211-1101 A-⑫ b5
3D アートシャドウボックスとガラスアート
4/29〜5/4［休］会期中無し

ギャラリー KAN
風薫る五月「春の創作展」
4/21〜5/3［休］4/27［内容］古布・お材料・クロス
ステッチの額・ガラスフュージング・織物の bag・パ
ステル画・藍の小物 bag・プリザーブドフラワー等
甦る古布「田中みち子展」
5/27〜30［休］会期中無し［内容］大島紬を使って
着物から洋服にリメイク

ギャラリー伽羅
☎842-1428 C-⑥
手作りきゃら SHOP
5/1〜16［休］日曜、月曜、祝日［内容］着物リフォー
ム服・バック・パッチワーク小物・スカーフ・アクセ
サリー等
笹田眞壽美・和を楽しむ
5/14・15［休］会期中無し［内容］着物リメイク服・
バック・小物
ご近所のアーティスト展・vol.18
5/19〜30［休］月曜［内容］木版画・水墨画・油彩・
色鉛筆画・パステル画・陶芸
ギャラリーこやま
☎545-1105 B-⑦
〈さつき〉絵画展
5/11〜17［休］会期中無し［内容］日本画・墨画・水
彩等 20 点。花や風景。森重悦子他

四人の油絵作品展
5/21〜27［休］会期中無し［内容］油彩 22 点。花や
静物、風景等。田中征子・田口晴美・田中スエ子・村
井典子
ギャラリーダダ
植田穂積 水彩画展
4/29〜5/5［休］会期中無し

☎461-1533

A-㉛

田中喜芳 作品展
4/29〜5/5［休］会 期 中 無 し［内 容］シ ャ ー ロ ッ ク
ホームズゆかりの作品
石川節子 水彩画展
5/6〜12［休］会期中無し［内容］国内外の風景・花等
三人展
5/13〜19［休］会期中無し［内容］色々な画材を用
いた自由な表現
梢ファンタジーフラワー展
5/13〜19［休］会期中無し［内容］押し花等美しい
花の工芸
菊地和広 水彩画展
5/20〜26［休］会期中無し［内容］風景・静物等
GALLERY hide&seek
豊田磨智子陶芸教室 作品展
5/11〜14［休］会期中無し

☎439-3951

B-⑩

黒の詩
5/19〜24［休］会期中無し［内容］“黒” をテーマと
したグループ展
羊毛フェルト 身近な犬猫 中島じゅんことアトリエ
シルバーマウの仲間たち
5/26〜29［休］会期中無し［内容］羊毛フェルトに
よるリアルな犬猫や小物
ギャラリーぴお
☎681-5122 A-㉟ b3
第 10 回記念 春季ハマ展
5/14〜26［休］5/20［内容］洋画・日本画・彫刻立体・
写真。ハマ展会員・会友、約 200 名の作品
ギャラリーミロ
☎251-5229 A-㊲ c3
小山大輔展
4/27〜5/3［休］会 期 中 無 し［内 容］日 本 画。東 京・
横浜を中心に活躍する、埼玉県在住の若手作家
GREEN PEPPER 展
5/11〜17［休］会期中無し［内容］油彩。女性を主に
したグループ展

手作りギャラリー
5/30〜6/1［休］会期中無し［内容］アクセサリー・
小物・手芸品等
ぎゃるりじん＆Chiyoʼ s
☎681-5900 A-㊷ c4
「時．憂．まぼろし」影山晴将 個展
4/28〜5/3［休］会期中無し［内容］イラスト
長崎信博 個展
5/5〜10［休］会期中無し［内容］造形
伊藤グループ展
5/12〜17［休］会期中無し［内容］油彩
土を楽しむ 3 人展
5/26〜31［休］会期中無し［内容］陶芸
クロス・パティオ 緑のギャラリー ☎223-2621 A- a2
書華展
4/30〜5/6［休］会期中無し［内容］かなを中心とし
た書道展
箱根ジオパークフォトコンテスト作品展 ‑ これがわ
たしのジオパーク ‑
5/14〜20［休］会期中無し［内容］多彩な箱根ジオ
パークの魅力を写真で紹介
風くらぶ展（風景スケッチ）
5/21〜27［休］会期中無し［内容］水彩。約 40 点
トルコ細密画 作品展９
5/29〜31［休］会期中無し［内容］25〜30 点
黄金町高架下スタジオ Site-A ギャラリー

☎261-5467

吉本伊織「涙をたたえて微笑せよ」
5/4〜5/24［休］5/7、11、18［内容］画家の近年の
軌跡をたどる。日本各地の風景画の展示と公開制作

さ行
☎662-2937 A-㊿ b3

せんたあ画廊
柳原良平 個展
5/8〜16［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・切絵・
版画等

そごう美術館
☎465-5515 A「イメージの魔術師」と呼ばれた絵本作家 エロール・
ル・カインの魔術展
4/25〜5/17［休］会期中無し［内容］イギリスを代表
する絵本作家の首都圏初の大規模展。絵本原画 150
点のほか、未使用原画、アニメーション原画、初版本
等を展覧

第 20 回蒼秀会 日本画展
5/18〜24［休］会期中無し［内容］ハマ展日本画部
有志の会

DOUSOUKAI 展
5/25〜31［休］会期中無し［内容］水彩・油彩・パス
テル画・押し花アート。青木勝栄・杉満正勝・中村裕
子・岡本あや
ギャラリー元町
☎663-7565 A-㊳ c5
長谷川尚宏・杉江真奈美展
5/5〜10［休］会期中無し［内容］ガラス
森藤益一展
5/12〜17［休］会期中無し［内容］ガラス

竹花哲展
5/26〜6/7［休］6/1［内容］彫刻
ギャラリー Lei OHANA
☎941-6169
こをろこをろ展 吉本徹也
5/28〜31［休］会期中無し［内容］やまと絵

より／えほんミュージアム清里蔵
『キューピッドとプシケー』
Cupid and Psyche ©1977 Errol Le Cain

た行
鶴見画廊
☎584-7208 B-⑱
花が描く 水が彩る ( 美代子と小夜子 二人展）
5/13〜18［休］会期中無し［内容］押し花・水彩
アートワークス展 vol.7
5/19〜24［休］会期中無し［内容］平面・立体。堂免
修他 7 名のグループ展

石田朱理展
5/19〜24［休］会期中無し［内容］イラスト

B-⑬

ギャルリーぷち
☎251-5487 A-㊶ c3
さとうやすしこ新作展
5/20〜25［休］会期中無し［内容］油彩。外国風景等

日本郵船歴史博物館
☎211-1923 A- b3
企画展「船ヲ解剖スル - 谷井建三原画の世界 -」
3/21〜6/28［休］月曜（祝日の場合は翌日）
［内容］
精巧な画風で知られる船舶画家・イラストレーター
の谷井建三氏。同氏が得意とする船体断面図に焦点
をあて、現存する貴重な原画のうち約 20 点を公開。
船体側面図・歴史絵画・模型も展示。企画展特設コー
ナーでは船のぬりえに挑戦できる
日本新聞博物館
☎661-2040 A- b4
一枚マンガのクールジャパン展‑日本の良さ再発見?!
4/4〜6/14［休］月 曜（5/4 は 開 館）
、5/7［内 容］ひ
とつの絵で世相を表現する一枚（ヒトコマ）マンガ。
国内外で活躍する漫画家やイラストレーターが独自
の視点で「今の日本 = クールジャパン」を描く
爾麗美術
☎222-4018 A- b4
黒騎士展・春（第 8 回）
5/2〜10［休］会期中無し［内容］安斎あや子・永田
晶彦・星の鐡之・鈴木正道・野田洋介・杉村倉太・能
登茂行・山本治美
喜多村 紀展 5/16〜31［休］5/20、27

みつい画廊
☎261-3721 A- c3
第 58 回互人会展
5/11〜17［休］会期中無し［内容］油彩・水彩等。約
45 点

横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場

☎771-1212 C-⑲
緑樹会・絵画展
4/29〜5/5［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・日
本画等。40〜50 点

全日写連 磯子デジタル支部 写真展
5/6〜11［休］会期中無し［内容］スナップ・風景等。
30 点
第五回群遊會書展
5/28〜6/1［休］会期中無し［内容］漢詩・俳句等書
の作品展
横浜市磯子区民ホールギャラリー

☎750-2393

端彩会
5/1〜6［休］会期中無し［内容］絵画

C-⑳

木彫り同好会
5/15〜20［休］会期中無し［内容］彫刻
おし絵布遊古会
5/22〜27［休］会期中無し［内容］押し絵
あしたば
5/29〜6/3［休］会期中無し［内容］絵画

中村すみえ 個展（米寿記念）
5/25〜31［休］会期中無し［内容］油彩・淡彩等

や行
山手 234 番館
☎625-9393 A布ぞうり・リボンレイ・キルト・茶箱展
4/30〜5/5［休］会期中無し

☎805-4000 C-⑱
華やぎの楽書展
5/12〜18［休］会期中無し［内容］
「色」
「字形の変化」
「ラメ」等。麗香創作楽書

磯子地域ケアプラザデイサービス絵画教室
5/8〜13［休］会期中無し［内容］色鉛筆画

ま行

b5

第13回綱島地区センター枝友会・木旺会 墨絵作品展
5/7〜12［休］会期中無し
牧田登志 個展
5/14〜19［休］会期中無し［内容］ガラス絵・ちぎり
絵・油彩
第4回笈川貞夫 水彩画展 5/22〜25［休］会期中無し
２ nd IS 植物画サークル
5/28〜6/2［休］会期中無し［内容］ボタニカルアート
山手 111 番館
☎623-2957 A本牧陶芸グループ展 5/1〜6［休］会期中無し

中野美知子 押し花展
5/25〜31［休］会期中無し

横浜市泉区民文化センター テアトルフォンテ

な行

b5

横浜市大倉山記念館
☎544-1881 B-㉒
第 31 回大倉山こどもフェスティバル こども絵画展
5/5〜10［休］会期中無し
民家の美術展
5/20〜25［休］会期中無し［内容］日本＆海外の民
家の美を紹介
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
第 21 回彩菱会作品展
4/28〜5/3
［休］
会期中無し
［内容］絵画・写真・工芸品

百瀬研勢「おんめさまの花暦」写真＆詩展〜鎌倉、大
巧寺で大切に育てられる草花たち〜
4/29〜5/4［休］会期中無し［内容］季節の花たちの
写真と詩

‑ 花・季Ⅴ‑ 5/8〜11［休］会期中無し［内容］絵画

第 13 回グループ写窓写真展 (NEC OB 写真同好会 )
5/5〜10［休］会期中無し［内容］テーマの部では「水
のある風景」に挑戦

横山萌・レイ 花と猫の絵画展
5/15〜20［休］会期中無し［内容］絵画・写真

第19回
「フォトクラブ四季」写真展‑四季のハーモニー‑
5/5〜11［休］会期中無し

日常絵本と旅するくじら
5/22〜27［休］会期中無し［内容］絵画・立体

フィールドノート 7th Page「ヨコスカブレス」
5/12〜17［休］会期中無し［内容］横須賀の写真

M.Naruse 写真展 YOKOHAMA
5/29〜31［休］会期中無し

押花工房 AN 作品展 ‑ 花と緑で楽しむクラフト展 ‑
5/13〜17［休］会 期 中 無 し［内 容］押 し 花・ネ イ
チャープリント・レカンフラワー・アートプリント

横浜開港資料館
☎201-2100 A- b4
横浜開港資料館平成 27 年度第 1 回企画展示
異国の面影 ‑ 横濱外国人居留地 1895
迷いこんだのは、120 年前の地図の中
4/22〜7/12
［休］
月 曜(5/4は 開 館)、5/7
［内 容］幕 末
から明治後期まで存在した外国人居留地。一枚の地図
を読みときながら、120年前の横浜へタイム・トラベル

コスモス会展
5/27〜6/1［休］会期中無し［内容］油彩。鶴見在住
の同好メンバーのグループ展

第 23 回チャーチル会ヨコハマ絵画展
5/19〜25［休］会期中無し［内容］油彩・水彩等。約
90 点
創立 30 周年記念 2015 ACT フェスタ 〜教えたい
ひとも習いたいひとも集まれ〜
5/28〜31［休］会期中無し［内容］カルチャースクー
ル ACT の講師、受講生の作品
横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール

東鶴堂ギャラリー
☎090-9101-5654 B-⑲
星野昭展「陶造形＆Light」
5/18〜24［休］会期中無し［内容］陶のランプ
《横浜外国人居留地火災保険地図（部分）
》
1895 年／横浜開港資料館所蔵

☎511-5711 B-㉔
エンブロイダリ スタジオ ラミナ
5/7〜11［休］会期中無し［内容］ブルガリア伝統刺
しゅう・クリュニタペストリー・コットンキャン
ディー

