横浜市港南区民文化センター ひまわりの郷

☎848-0800 C-⑳
横浜市立高等学校 美術・書道展
7/30〜8/5［休］会期中無し［内容］洋画・日本画・
版画・彫刻・書。教員による作品展

横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール
☎511-5711

B-㉒

第 25 回豊彩会展
8/2〜8［休］会期中無し［内容］佐々木豊先生と人物
を描く仲間
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ

☎866-2501

第 18 回サンフォーカスʼ 94 写真展
8/18〜24［休］会期中無し

C-㉒

とつか美術会創立 10 周年記念展
8/26〜31［休］会期中無し［内容］洋画・日本画・写
真等
横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-㉔
Fellow Art Gallery vol.18
尾崎文彦 展「むふふなカタチ」
7/26〜10/3［休］8/24、9/28［内容］障がいのある
アーティストたちの作品を紹介する小ギャラリー展
示。今回は、町田のクラフト工房La Mano（ラ・まの）
で絵画の制作活動に取り組んでいる尾崎文彦による
猫や鳥をはじめとした動物、果物、植物、時計や文具
等を描いたパステル画を紹介
あざみ野こどもぎゃらりぃ 2015
7/31〜8/9［休］会期中無し［内容］様々なかたちで
アーティストや表現に出会う子どものための展覧
会。出品作家に安部泰輔、小川実加子、小日山拓也、
野村誠、宮田篤＋笹萌恵をむかえ、ワークショップ
や参加型展示など。小学生の写真展示も
Lizp「月夜のフォンタージュ 〜月・器・蛇・未来の
シンボリズム〜」展
8/11〜13［休］会期中無し［内容］縄文土器をモチー
フにした革のハンドバッグを、月の演出空間で展示。
約 10 点
まぶたからおもいでなど 溢れる。
8/12〜16［休］会 期 中 無 し［内 容］
「2011・3・11」
後の、岩手県大船渡被災跡をとった写真。約 37 点
のびのび展覧会
8/14〜16［休］会期中無し［内容］子ども、大人の作
品。約 100 点
淡水会作品展
8/17〜23［休］会期中無し［内容］淡彩、水彩を中心
にみすずが丘で活動。会員 19 名の作品約 60 点
アートスペース･オー第 21 回クロッキーの会＆第 8
回アートの会作品展
8/18〜23［休］会期中無し［内容］クロッキー・油彩・
アクリル・水彩・パステル・版画・陶芸等。約 250 点
第 1 回古空会展（筆のアトリエ 空 sora 書道教室）
8/21〜23［休］会期中無し［内容］書・刻字・アート
書等、大人と学生の作品。約 150 点

横浜

椎名葉子とアートグループ展
8/25〜30［休］会期中無し［内容］会員13名の油彩・
水彩・パステル等。約 70 点

や行

ギ ャ ラ リ ー

第 12 回双周舎書道展
8/26〜30［休］会期中無し［内容］書作品・漢字・仮
名・詩文書等。約 80 点
國田公義 卆寿展
8/26〜30［休］会期中無し［内容］戦後 70 年の作品
の中から油彩・水彩・水墨・書・写真を展示。約 60点

め ぐ り

第 58 回太平洋神奈川展
8/31〜9/6［休］会期中無し［内容］公募と巡回展。
絵画・版画・彫刻・染織。約 300 点
横浜市吉野町市民プラザ
☎243-9261 C-㉔
アート寺子屋〜夏〜アーティストによる造形ワーク
ショップ参加作品
7/25〜8/9［休］会期中無し［内容］7/19、20 の造
形ワークショップに参加した子どもたちの作品

2015 年

横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A- b3
「港の記録」堀内利通 写真展
8/1〜9［休］会期中無し［内容］横浜港を撮り続けた
50 年間の記録。賛助出品：森 日出夫
第50回 錬心社書作展
8/26〜30［休］会期中無し

8

月号

横浜市民ギャラリーの収蔵作品を毎月紹介します

横浜美術館
☎221-0300 A- b2
企画展「蔡國強展：帰去来」
7/11〜10/18［休］木曜［内容］現代美術界で最も活
躍しているアーティストのひとり、蔡國強 ( ツァイ・
グオチャン、1957 年中国生まれ）の国内では 7 年ぶ
りとなる大規模個展。上海で舞台美術を学んだ後来
日し、約 9 年間東京ほかで創作活動を行った。その後
アメリカ・ニューヨークに拠点を移し現在に至る。
本展では、日本初公開となる代表作「壁撞き」
、大規模
な火薬による平面作品、テラコッタによるインスタ
レーション等日本初公開作と新作を展示

《壁撞き》2006 年、狼のレプリカ（99 体）
・ガラス、
サイズ可変、ドイツ銀行によるコミッション・ワーク
The Deutsche Bank Collection Photo by Jon Linkins,
courtesy: Queensland Art Gallery | Gallery
of Modern Art

靉嘔《レインボーホール No.2》
1991 年／シルクスクリーン／ 60.4×60.4cm

横浜美術館コレクション展 2015 年度第 2 期
戦後 70 年記念特別展示「戦争と美術」
7/11〜10/18［休］木曜［内容］戦前日本の前衛芸
術運動は第二次大戦下、国家から弾圧されて途絶し
た。戦後、創作を再開した芸術家たちは、戦争という
重い経験を背負い、その影響を作品に投影し続けて
きたと言える。本展では、戦争の前後を生きた様々
な分野の美術家たちの創作を紹介するとともに、
ヨーロッパと日本における美術と戦争の関わりにつ
いて、写真・雑誌・書籍等の資料を交えて振り返る

横浜市民ギャラリー展覧会情報
7/31〜8/9
8/12〜8/16
横浜市こどもの美術展
浜書展
［B1/1F/2F/3F］
［B1/1F/2F/3F］
［主催］横浜市民ギャラリー
（公益 ［主催］横浜書道連盟
財団法人横浜市芸術文化振興財団） ［内容］公募展。約 400 点
［内容］市内在住・在学の 12 歳以
下のこどもの作品を無審査で展示

●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 ?
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 2015.7 〜2016.6 版」とあわせてご活用ください。

A-b2 ※会期・時間等は事前にご確認ください

8/25〜8/31
第 52 回日書家展
［1F/2F/3F］
［主催］日本書道家連盟
［内容］410 点

（掲載されている展覧会情報は 2015 年 6 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 2015.7〜2016.6 版」と連動しています。
青と白の世界 内田靖子 刺し子展
8/20〜24［休］会期中無し

あ行
Art Araq Asia Gallery（AAA Gallery）

☎664-3907 A-① b5

CYON 個展
8/1〜7［休］8/4［内容］青を基調とした絵画作品。
ハンドメイドアクセサリーもあり
中二病展
8/1〜7［休］8/4［内 容］
「中 二 病」な 作 品。昔、憧 れ
てた世界をもう一度
まるちゃん企画「夏いろいろ展」
8/8〜14［休］8/11［内容］夏をテーマにオールジャ
ンル
Yunico 個展
8/8〜14［休］8/11［内容］動物の絵画を中心にファ
ンタジックな作品

か行
神奈川県民ホールギャラリー ☎662-5901 A-⑲ b4
第 14 回かながわシニア美術展
8/27〜30［休］会期中無し［内容］日本画・洋画・彫
刻・工芸・書・写真。
「ゆめかながわシニアフェスタ」
の一環
神奈川県立地球市民かながわプラザ

☎896-2121 C-⑤
第 18 回カナガワビエンナーレ国際児童画展
7/3〜8/23［休］月曜（7/20 は開館）
［内容］海外 95
カ国 2 地域と神奈川県の児童・生徒たちから応募さ
れた 26,000 点を越える作品の中から 520 点（海外
390 点、県内 130 点）を展示

使い捨てカメラ展
8/15〜21［休］8/18［内容］使い捨てカメラによる
新しい写真の模索

みんなのハシビロ 個展 ほかの鳥もいるよ
8/22〜28［休］8/25［内容］ハシビロコウがテーマ。
ハンドメイド作品・写真
中二病展 2
8/29〜9/4［休］9/1［内容］暗黒の世界へようこそ
☎628-0267 A-④ b5

Art Gallery 山手
第 8 回横浜山手の坂道と風景展 PART2
7/25〜8/3［休］会期中無し［内容］平面・立体

art Truth
☎263-8663 A-⑥ b5
小早川晶子 個展
7/29〜8/3［休］会期中無し［内容］絵画。墨・水彩
夏を彩るうちわ展 Part3
8/6〜16［休］火曜［内容］作家オリジナルうちわ約
50 点
松田洋子 写真展
8/26〜31［休］会期中無し
☎228-8146 A-⑦ b4

Art Baboo146
Shin さん カリブ展
8/1〜14［休］8/4、11［内容］写真

mog mog Festival
8/15〜21［休］8/18［内容］オールジャンル
☎651-9037 A-⑩ c4
ATELIER K・ART SPACE
動物たち
8/15〜30［休］月曜［内容］15 名の作家達による立
体・平面

エリスマン邸
☎211-1101 A-⑮ b5
第 9 回エリスマン邸公募展
8/1〜7［休］会期中無し［内容］油彩・水彩等
タカナミノブユキ 写真展
8/13〜17［休］会期中無し

井手典子 布の水彩画展
8/26〜9/1［休］会期中無し［内容］花や風景等を布
に表現
宮崎美智子 油彩画展
8/26〜9/1［休］会期中無し［内容］花や風景等
ギャラリーぴお
☎681-5122 A-㊱ b3
第 4 回さくらぎ展
8/6〜11［休］会期中無し［内容］油彩・水彩。約45点
ギャラリーミロ
☎251-5229 A-㊴ c3
moderato 展 Part3
7/27〜8/3［休］会期中無し［内容］上田耕造教室に
よる水彩

小野友三 個展
8/25〜9/5［休］日曜［内容］絵画
ゴールデンギャラリー
第 38 回管城展
8/6〜10［休］会期中無し

☎201-7118 A-㊽ b3

豊泉 88 その家族と仲間たち
8/22〜25［休］会期中無し

ディマナ・クラシミロヴァ・ストヤノヴァ（ブルガリア）
《診察室》© 神奈川県

ガレリア セルテ
☎651-5471 A-㉒ b3
水彩人展
8/1〜9［休］会期中無し［内容］水彩
中畝常雄・治子二人展
8/23〜29［休］会期中無し［内容］油彩
グループ漣（さざなみ）展
8/30〜9/5［休］会期中無し［内容］油彩。櫻井文夫・
斎藤信哉・南保順二・宮澤幸夫

Gallery ARK
☎681-6520 A-㉖ c4
幻想夜会展
7/23〜8/1［休］日曜［内容］8 名の作家による油彩
等。16 点

ギャラリー元町
☎663-7565 A-㊵ c5
真嶋愛子展
7/28〜8/2［休］会期中無し［内容］陶芸
北川亜紀子展
8/4〜9［休］会期中無し［内容］ガラス
高橋知希展
8/11〜16［休］会期中無し［内容］ガラス
北村由香展
8/18〜23［休］会期中無し［内容］陶芸
阿部ヒロミ展
8/25〜30［休］会期中無し［内容］BAG
ギャルリーパリ
☎664-3917 A-㊷ b4
松山修平 個展
7/27〜8/1［休］会期中無し［内容］絵画
下向惠子 個展
8/3〜8［休］会期中無し［内容］絵画

は行

そごう美術館
☎465-5515 A浮世絵師 歌川国芳展
8/1〜30［休］会期中無し［内容］浮世絵師・歌川国
芳（1797-1861）は、長い下積み時代を経て『水滸
伝』を題材にしたシリーズが大ヒットし、
「武者絵の
国芳」と称された。その後、役者絵や美人画、西洋画
法をいち早く取り入れた風景画、戯画など様々な
ジャンルを手掛け、縦横無尽に作風を変化させた。
機知とユーモアに富む国芳の浮世絵は、激動の幕末
にあって多くの人々の共感を呼んだ。本展では、貴
重な肉筆画や開港直後の横浜を描いた《横浜本町之
図》を含む、幅広いジャンルの浮世絵約 200 点（一
部展示替えあり）を紹介

f.e.i art gallery
☎325-0081 A涼を愛でる vol.2 ‑香し（カグワシ）の夏‑
7/21〜8/7
［休］土曜・日曜
［内容］
お香・煙がテーマ。東
京香堂×竹村良訓×松村淳×中島法晃が作品を展示

絵画展 ‑水彩・墨彩・墨絵‑
8/21〜27［休］会期中無し［内容］掛川ふじ・吉永孝
夫・都守太朗・森重悦子他。約 20 点
ギャラリー守玄齋
第 36 回玄悠会書展
8/6〜10［休］会期中無し

☎201-7118 A-㉜ b3

そごう横浜店美術画廊
☎465-5506
櫻井幸雄 作品展
7/28〜8/3［休］会期中無し［内容］油彩

A-

小川馨生 油絵展
7/28〜8/3［休］会期中無し
大野剛正 アクラス画展
8/4〜10［休］会期中無し
現代作家掛軸展
8/4〜10［休］会期中無し
森崎修太 油絵展
8/11〜17［休］会期中無し
大渕繁樹 油絵展
8/11〜17［休］会期中無し

中村勝人 油絵展
8/18〜24［休］会期中無し

《八百万の神共に咲ひき MYTHOS 15-Z-1》2015 年

フランシス真悟 個展
8/11〜22［休］日曜［内容］絵画

ギャラリーダダ
☎461-1533 A-㉝
松永洋子 洋画展
7/29〜8/4［休］会 期 中 無 し［内 容］油 彩・水 彩。花
や風景等
長浦将也 色鉛筆画展
7/29〜8/4［休］会期中無し
ギャラリーダダアートフェスティバル
8/5〜11［休］会期中無し［内容］油彩・水彩等、壁面
展示作品 94 点

《朝比奈小人嶋遊》弘化 4〜嘉永 5（1847〜52）年頃
［展示期間：8/17〜8/30］

《Veil (cobalt-yellow)》2014 年

茶道具逸品展
8/25〜31［休］会期中無し
長谷川潔・浜口陽三 版画展
8/25〜31［休］会期中無し

な行
日本郵船歴史博物館
☎211-1923 A- b3
日本郵船 130 周年特別展
「きらり技術力、あすへの挑戦」
7/4〜10/18［休］月曜（祝日の場合は翌平日）
［内容］
日本郵船の過去と未来を①歴史②船③海④技術―の
四つのテーマに分け、パネル、模型、動画を通して分
かり易く説明。また、会場中央に設置したパネル “レ
インボーディスプレイ” では、日本郵船が最初に開
設した国際定期航路をはじめとする主要航路を世界
地図と航路図で紹介。実物の造船用鋼材も展示

竹村良訓 ・ 陶展
8/24〜9/4［休］土曜・日曜［内容］オリジナルの釉
薬を用いた花器・茶碗・カップ等
FEI ART MUSEUM YOKOHAMA

☎411-5031

A-

夏のうちわ展
7/25〜8/8［休］月曜［内容］
「夏を彩り涼をとる」を
テーマに、ジャンル・年代の異なるアーティスト作
品を一堂に会す

放送ライブラリー
☎222-2828 A- b4
TEZUKA ISHInoMORI HEROES
手塚・石ノ森 ヒーローズ
7/10〜9/13［休］月曜（祝日の場合は翌平日）
［内容］
手塚治虫と石ﾉ森章太郎の出会いと交流・映像への原
点を紹介するほか、テレビで放送された二人の作品
を中心に、
マンガ直筆原稿・絵コンテ・設定資料・セ
ル画・台本等、貴重な資料を多数展示。また『鉄腕アト
ム』
『サイボーグ009』等、二人の代表作の数々を上映

ま行
みつい画廊
☎261-3721 A- c3
第 33 回二土会展
7/27〜8/2［休］会期中無し［内容］油彩・パステル
等。45 点
アポジキック展
8/24〜30
［休］
会期中無し
［内容］
油彩・水彩。約40点
北見美佳 油絵展 火と水の国アイスランド
8/31〜9/6［休］会期中無し［内容］約 35 点

横浜開港資料館
☎201-2100 A- b4
ハマを駆ける ‑クルマが広げた人の交流‑ 明治・大
正編
7/18〜9/23［休］月曜（9/21は開館）
［内容］
1859年
横浜開港以降の、馬車や人力車、自転車等、横浜の街
を駆けぬけた乗り物の歴史をたどる

山手 234 番館
☎625-9393 A萬立彬夫 水彩画展 80 才を記念して
7/30〜8/4［休］会期中無し

☎805-4000 C-⑯
親子 de いらすとれーしょん 3 作品展
8/4〜9［休］会期中無し［内容］8/2 にテアトルフォ
ンテで開催するイラスト講座とマンガ講座で描いた
作品を展示

横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場

☎771-1212

墨州院第 7 回横浜展「繋 Tsunagu」
7/30〜8/2［休］会期中無し［内容］書

C-⑰

2015・夏 写友会
8/4〜10［休］会期中無し［内容］会員 13 名の風景
やスナップ等 40 点
創作押花展
8/12〜18［休］会期中無し［内容］額装大小 70 点
星くずくらぶ展
8/27〜9/1［休］会期中無し［内容］水彩・日本画等
横浜市磯子区民ホールギャラリー

☎750-2393

スリー S
7/31〜8/5［休］会期中無し［内容］写真

C-⑱

NPO 法人いそご元気サポート 根岸ほっこり村
8/7〜12［休］会期中無し［内容］絵画・工作
マハナ ハワイアンキルト
8/14〜19［休］会期中無し
久竹会
8/21〜26［休］会期中無し［内容］書
押花 千鳥草の会
8/28〜9/2［休］会期中無し
横浜市岩間市民プラザ
☎337-0011 C-⑲
山森二人展「狛犬ただいま子育て中。
」
8/19〜30［休］会期中無し［内容］子育中の狛犬を
集めた写真展
横浜市神奈川区民文化センター かなっくホール

や行
b5

ドミニチ ピクトル 二人展
8/6〜11［休］会期中無し［内容］絵画
ラストガプス絵画展
8/14〜18［休］会期中無し
長澤博昭・長澤朝子 陶芸・版画展
8/20〜25［休］会期中無し
クレイアート「花のくに」教室展
8/27〜9/1［休］会期中無し
山手 111 番館
☎623-2957 A- b5
テディベア＆ドッグ・アート 髙橋ミチ＆ヒロの世界
8/14〜16［休］会期中無し
横浜ばら会写真部
8/5〜11［休］会期中無し

瀬崎修展
8/21〜23［休］会期中無し［内容］アクリル画

横浜市泉区民文化センター テアトルフォンテ

VIVA LA VIDA! スタジオクーカ展
8/18〜30［休］月曜［内容］平塚のアーティスト集
団スタジオクーカによる夏の展示。紙芝居や人形劇、
ライブペインティング等のイベントもあり

藤原亜南 油絵展
8/18〜24［休］会期中無し

ギャラリーこやま
☎545-1105 B-⑥
益子焼＆書の小品展
8/1〜7［休］会期中無し［内容］益子焼：しげた、書
の小品：村井勝岳・守屋柊雨

日本新聞博物館
☎661-2040 A- b4
孤高の新聞『日本』
−羯南、子規らの格闘
6/20〜8/9［休］月曜日（祝日の場合は翌平日）
［内
容］陸羯南 ( くが・かつなん ) が 1889 年に創刊した
新聞「日本」は、頻繁な発行停止処分にも屈すること
なく、政府を厳しく批判し、日本の針路を示し続け
た。本企画展では、新聞「日本」に関わった人々の、
理想の新聞を追求した軌跡を 200 点を超す資料や
パネルで紹介

さ行

岡田高弘展
8/31〜9/6［休］会期中無し［内容］油彩・水彩等

画廊 楽
☎681-7255 A-㉕ c4
牧野和代 個展
8/31〜9/6［休］会期中無し［内容］油彩。神奈川二
紀展画廊楽賞受賞記念
香田美和《山手本通り》水彩／ 2015 年

友軌展
8/19〜25［休］会期中無し［内容］油彩画教室展

The 30th IROHA ‑TEN
8/4〜9［休］会期中無し［内容］横浜国大 OG4 名に
よる水彩・油彩等

kiyutoe 展
8/15〜21［休］8/18［内容］イラスト
AZUKI 個展
8/22〜28［休］8/25［内容］少年少女のイラスト

パソコンで描く水彩画展
8/12〜18［休］会期中無し［内容］水彩画ソフトに
よる作品

☎440-1211 B-㉑
精修小品展
7/28〜8/2［休］会期中無し［内容］高齢者による書
道小品作品

「わが町 かながわ とっておき」写真コンテスト 入
選作品展 in かなっくホール
7/28〜8/9［休］会期中無し［内容］過去 6 回（平成
21 年度〜26 年度）の歴代入選作品 119 点を一挙に
展示
第 36 回 Y.S.O.B.'78 写真展 〜悠遊写界〜
8/4〜10［休］会期中無し［内容］写真で楽しく遊ぶ
ことを基本的な考えとする団体の作品展
YOKOHAMAN Vol.8 〜Dual Art Collection〜
8/19〜24［休］会期中無し［内容］ヨコハマン（横浜
人）によるアートイベント。“二面性” を写真、イラス
ト等で表現
第 9 回神奈川の風景フォトコンテスト 作品展
8/26〜31［休］会期中無し［内容］写真家山口髙志
氏の審査による写真 67 点。8/28 に開港記念会館で
セミナーあり

