
や行

ら行

ホームページでも情報公開 !
http://ycag.yafjp.org/

市川勉《横浜税関構内風景》
1988年／油彩、キャンバス／ 100.6×100.4cm

●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2015.7 ～2016.6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7月15日現在のものです。）　
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ギャラリー

横浜市吉野町市民プラザ ☎243-9261 C-㉔
第5回F展
9/8～14［休］会期中無し［内容］幅広いジャンルに
よる合同作品展
第5回竹生印人会篆刻展
9/22～28［休］会期中無し［内容］篆刻・額装・掛け
軸・印材品
フォト喜楽展
9/29～10/4［休］会期中無し［内容］遠藤英夫先生
の指導で活動するグループの写真展
横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A-87 b3
第23回ビーフラット絵画作品展
9/17～22［休］会期中無し［内容］水彩・アクリル・
色鉛筆画
横浜美術館 ☎221-0300 A-89 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
後来日して約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を展示
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

横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール
 ☎511-5711 B-㉒
企業戦士の其の後展
9/18～20［休］会期中無し［内容］（株）いすず退職
者による趣味の展示会。西田弘・織茂恒行・橋本孝一
彩友会透明水彩画展
9/21～27［休］会期中無し［内容］太田秀雄・津朝子・
土橋小夜子等
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ 
 ☎866-2501 C-㉒
みずえの会水彩画展 9/1～7［休］会期中無し
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
文具などを描いたパステル画を紹介
第58回太平洋神奈川展
8/31～9/6［休］会期中無し［内容］公募展。絵画・
版画・彫刻・染織。約300点
油彩・水彩絵画展
9/7～13［休］会期中無し［内容］SEN会、JOY・SS会、
AOBAスケッチ会、水彩画サークルの合同展。約160点
モザイク展2015
9/15～27［休］会期中無し［内容］大理石やガラス
等を素材とした平面・立体。約70点
ショーケースギャラリー 山田裕介展
9/26～11/16［休］9/28、10/26［内容］黄金町アー
ティスト･イン･レジデンスに参加中の作家の個展
青葉合同絵画展
9/30～10/11［休］10/5［内容］絵画グループ5団
体による合同展。約400点
横濱酒房＆GALLERY 銀の鍵亭 
 ☎090-9323-3576 C-㉓
南部恭子 うつわ展
9/18～28［休］9/22～24［内容］水玉&パッチワー
ク模様の陶器のうつわ

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/

横浜市民ギャラリー展覧会情報  A-b2 ※会期・時間等は事前にご確認ください

リーブギャラリー ☎253-7805 A-95 b3
第７回二木会展
9/7～13［休］会期中無し［内容］パステル・木版画・
写真・水彩・油彩・陶芸
エロアレザークラフト展
9/14～20［休］会期中無し［内容］皮の作品
第３回なぎさ絵画展
9/21～27［休］会期中無し［内容］油彩
サイトウ良展
9/28～10/11［休］9/30、10/7［内容］版画

本誌への広告を募集しています。
詳しくはお問合せください。
045-315-2828

広告募集!

9/1～ 9/7
第59回凌雲書展［B1/1F/2F/3F］
［主催］凌雲社［内容］漢字・仮名・詩文書・篆刻の臨
書及び創作300点。教育部600点
9/8～9/14
瓢蟲社展（写真展）［3F］
［主催］瓢蟲社［内容］取材地は国内外を問わずドキュ
メンタリー、ルポ、抽象、造形と富む
第一美術協会 第38回湘南支部展［2F］
［主催］第一美術協会 湘南支部［内容］油彩を中心に
水彩、水墨、日本画、版画、彫刻を含む20号～200
号約60点
面匠会能面展［1F］
［主催］面匠会［内容］約40点
9/15～9/20
しるし～その瞬間～関東学院大学写真部［1F］
［主催］関東学院大学写真部
第7回碧の会展［3F B］
［主催］碧の会［内容］油彩を主として、100号以下
の作品40点
第3回水彩連盟神奈川支部展［2F］
［主催］水彩連盟神奈川支部［内容］水彩P20号から
F100号までの約70点

9/22～9/28
第47回神奈川現展［2F/3F］
［主催］現代美術家協会神奈川支部［内容］油彩を主と
し、日本画、版画、工芸を含む120号以下110点
全展’15第36回 神奈川展［1F］
［主催］全日本美術協会［内容］全日本美術協会神奈
川会員を中心とした、日本画・洋画・写真
from 0 展［B1］
［主催］日本画学習研究会［内容］武蔵野美術大学通
信生(在学生・卒業生)の学習会である日本画学習研
究会の会員メンバーによる、日本画を主とし油彩、
水彩等
9/29～10/5
第11回描の会展［3F B］
［主催］描の会［内容］油彩、水彩を中心に30号以下
の作品約60点
第28回三軌会神奈川支部展［3F A］
［主催］三軌会 神奈川支部［内容］油彩・水彩。100
～130号約20点、SM～30号約20点
第5回日本画院神奈川支部展［2F B］
［主催］日本画院神奈川支部［内容］日本画4号から
150号までの作品約40点
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シルクセンターギャラリースペース 
 ☎641-0840 A-52 b4
写真展
9/17～24［休］会期中無し［内容］個展。横浜の風景
そごう美術館 ☎465-5515 A-56
有田焼創業400年記念
明治有田 超絶の美 万国博覧会の時代
9/5～10/4［休］会期中無し［内容］日本磁器発祥の
地・有田では、明治新政府の殖産興業政策に乗じて輸
出向けの華やかな品々が作られ、万国博覧会を中心
に絶大な人気を誇った。本展では、明治期の有田焼
と、初公開となるデザイン画等約200点を展覧
そごう横浜店美術画廊 ☎465-5506 A-57
青二会 9/1～7［休］会期中無し［内容］日本画
中島敦子 漆芸展 9/1～7［休］会期中無し
秋を彩る洋画秀作展
9/8～14［休］会期中無し［内容］油彩
田中裕子展 9/8～14［休］会期中無し［内容］日本画
ガレ、ドーム展 ガレ、ドーム&ヨーロピアンコレクション
9/15～21［休］会期中無し［内容］アンティーク
オールド・バカラ展
9/15～21［休］会期中無し［内容］アンティーク
室瀬和美 蒔絵の四季
9/22～28［休］会期中無し［内容］漆芸
リアルコンプレックス・ファイナル展
9/29～10/5［休］会期中無し［内容］コンテンポラリー
ルイ・イカール展 〈同時開催〉アール・デコのポスター展
9/29～10/5［休］会期中無し［内容］アンティーク

第24回静墨会展 9/18～22［休］会期中無し
第25回日月書道会役員展 9/24～29［休］会期中無し

第3回FEI PRINT AWARD準大賞者
髙橋キョウシロウ版画展 -アルフォンススの海-
9/28～10/9［休］土曜・日曜［内容］版画。ドライポ
イント・コラグラフの技法による、独自のアニマル
ワールド

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA 
 ☎411-5031 A-67
版画の祭典！ 第4回FEI PRINT AWARD
9/15～10/4［休］月曜［内容］応募資格不問の版画
公募展。本年からミニプリント部門を新設
放送ライブラリー ☎222-2828 A-71 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する

Art Araq Asia Gallery（AAA Gallery）
 ☎664-3907 A-① b5
中二病展２
8/29～9/4［休］9/1［内容］暗黒の世界へようこそ
優; 個展
9/5～11［休］9/8［内容］「音楽」がテーマ。会期中
にミニライブもあり
ゴトーヒナコ 個展「午前4時」
9/12～18［休］9/15［内容］コピックで描いたSF風
味の作品

新田真弓 個展 9/12～18［休］9/15［内容］貼り絵
チームナカヤマ企画展
9/19～25［休］9/22［内容］グリーンライン「中山
駅」周辺に住んでいる作家の合同展
佐治佑沙 個展
9/19～25［休］9/22［内容］油彩・水墨画等
籠原吉孝 個展
9/19～25［休］9/22［内容］大自然をダイナミック
な筆致で描く
ばら企画「音展-静と動-」
9/26～10/2［休］9/29［内容］「音楽」や「音」がテー
マのグループ展。初日ミニライブ開催
art gallery, on the wind ☎251-6937 A-③ c3
タビとスナ
9/12～27［休］9/14～18、9/21～25［内容］女子
美術大学大学院日本画を修了した森はんな・梶浦奈
緒子・大橋美舟の3人展
Art Gallery 山手 ☎628-0267 A-④ b5
秋月展
9/15～23［休］会期中無し［内容］月をテーマにし
た絵画・立体作品

art Truth ☎263-8663 A-⑥ b5
矢崎悠美 創芸画展
9/2～7［休］会期中無し［内容］布地を使った独特の
絵画技法による作品
乙辺敦子 個展 9/9～14［休］会期中無し［内容］油彩
中村景児 個展
9/17～27［休］火曜［内容］エアブラシを用いたア
クリル画
柴山明子、外山文彦 2人展
9/30～10/5［休］会期中無し［内容］墨・水彩・アク
リルによる抽象画
Art Baboo146 ☎228-8146 A-⑦ b4
ipa.の個展
9/5～11［休］9/8［内容］プラパンアクセサリー
旭ギャラリー ☎955-3388 C-②
秀作絵画展
9/4～23［休］会期中無し［内容］油彩・水彩。35点
ATELIER K・ART SPACE ☎651-9037 A-⑩ c4
上條陽子展
9/18～30［休］月曜［内容］平面・インスタレーショ
ン等。10点
1010美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑫ b4
清水春吾 個展
9/12～22［休］水曜［内容］アクリル・平面・インス
タレーション
横山和江 写真展
9/26～10/10［休］水曜［内容］爾麗美術と共催

瓜田勝 水彩画展
9/9～15［休］会期中無し［内容］にじみ、ぼかしを
生かした独特の作風
中山皓一郎 水彩画展
9/16～22［休］会期中無し［内容］花
イマノマサコ 水彩画展
9/16～22［休］会期中無し［内容］バラの花・卓上の
静物等
豊田美恵子 絵画展
9/23～29［休］会期中無し［内容］「アキーラ」を使っ
て描く花のある風景
黒澤秀文 作品展
9/23～29［休］会期中無し［内容］水彩・木彫り
石黒幸子展
9/30～10/6［休］会期中無し［内容］油彩・水彩。風
景・静物・人物等
gallery fu ☎070-6429-8597 A-38 c5
齋藤啓子 油彩画展「木々の断章」
9/1～6［休］会期中無し［内容］グリザイユ技法とテ
ンペラの混合技法による、木々や岩肌、水辺の風景
を中心とした風景画。11点
椎橋良太 個展「まっすぐな迷路」
9/11～20［休］月曜［内容］「死ぬこと、生きること、
生まれること」をテーマに制作した立体作品・ドロー
イング

シムラヒデミ 個展「Silent Invaders in Yokohama」
9/29～10/11［休］月曜［内容］バーコードと刺繍
糸による作品・オリジナルキャラ「バーコード星人」
が織りなす空間。インスタレーション

ギャラリーミロ ☎251-5229 A-39 c3
岡田高弘展
8/31～9/6［休］会期中無し［内容］油彩・水彩等
瞬の会
9/7～13［休］会期中無し［内容］油彩・水彩等。岡田
高弘教室展
悠芽の会
9/14～20［休］会期中無し［内容］油彩・水彩等。岡
田高弘教室展
ギャラリー元町 ☎663-7565 A-40 c5
高橋明彦展 9/1～6［休］会期中無し［内容］切り絵
畠山雄介展 9/8～13［休］会期中無し［内容］陶芸
岩江圭祐展 9/15～20［休］会期中無し［内容］金工
ガラス四人展 9/22～27［休］会期中無し
竹村真理子展
9/29～10/4［休］会期中無し［内容］テラコッタ彫刻
ギャラリー Lei OHANA ☎941-6169 B-⑪
英国fabricで創る 秋を彩るフレンチBox カルト
ナージュ展
9/24～27［休］会期中無し［内容］フランス手工芸
ギャルリーパリ ☎664-3917 A-42 b4
小野友三 個展
8/25～9/5［休］日曜［内容］絵画
「超克する少女たち」 キューレーション 室井絵里
9/8～26［休］日曜［内容］絵画・映像・インスタレー
ション
クロス・パティオ 緑のギャラリー ☎223-2621 A-46 a2
松翠会
9/17～23［休］会期中無し［内容］日本画（扇面・団扇）
ペン画・水彩画・デッサン 三人展
9/24～30［休］会期中無し［内容］60点
ゴールデンギャラリー ☎201-7118 A-48 b3
第28回墨玄会展 9/10～15［休］会期中無し
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ガレリア セルテ ☎651-5471 A-㉒ b3
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
花の絵 ファンタジック水彩画グループ展
9/6～12［休］会期中無し
サンドイッチの会展
9/14～19［休］会期中無し［内容］水彩・油彩。女性三人展
第11回アトリエ・コパン展
9/29～10/4［休］会期中無し［内容］油彩
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
轍展 9/21～27［休］会期中無し［内容］油彩
浜田正文 個展 9/28～10/4［休］会期中無し［内容］油彩
Gallery ARK ☎681-6520 A-㉖ c4
「私の横浜」展
9/3～12［休］日曜［内容］油彩等。それぞれの作家
が描く横浜風景
ギャラリーKAN ☎641-4751 A-㉙ c4
色無き風に誘われて 「秋の創作展」
9/29～10/11［休］10/5［内容］8名による古布・
材料・和の小物・クロッシェ・手編みのセーター・ベ
スト・パステル画・革の小物等。500点　
ギャラリー伽羅 ☎842-1428 C-⑥
手作りきゃらSHOP
9/1～30［休］日・月・祝日［内容］着物リフォーム
の服・バッグ・ニット服・パッチワーク小物・アクセ
サリー・着物地はぎれ等
ギャラリーこやま ☎545-1105 B-⑥
絵画＆写真展
9/5～12［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・墨画・
写真。約20点
五人展〈油・水彩、日本画、デッサン〉
9/21～27［休］会期中無し［内容］田中かず彦・竹川
志朗・藤山敏子・田辺彩子・皆川政明。花・静物・風景・
人物等28点
ぎゃらりー彩光 ☎681-0768 A-㉚ b3
自由スケッチ会展 9/2～8［休］会期中無し［内容］油彩
第38回騎虎の会 
9/16～22 ［休］会期中無し［内容］油彩・陶器
佐々木三夫 個展 
9/23～29［休］会期中無し［内容］水彩
ギャラリー守玄齋 ☎201-7118 A-32 b3
デザインの絵墨書芸展
9/10～15［休］会期中無し［内容］山本翠璋個展
第25回日月書道会役員展
9/24～29［休］会期中無し
ギャラリーダダ ☎461-1533 A-33
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
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
石川亜紀 作品展
9/2～8［休］会期中無し［内容］白木の板にアクリル
絵具で表現。風景・人物
旬展
9/2～8［休］会期中無し［内容］読売カルチャーで絵
を学ぶ仲間の年に一度の作品展
澤部哲矢 油彩画展 9/9～15［休］会期中無し

エリスマン邸 ☎211-1101 A-⑮ b5
女子美工芸同窓会展「わ」 9/12・13
第18回横浜いずみ陶芸学院卒業制作展
9/19～23［休］会期中無し
湘南・本牧カルチャー教室絵画展
9/26～30［休］会期中無し
大佛次郎記念館 ☎622-5002 A-⑯ b5
テーマ展示Ⅱ「大佛次郎の愛した舞台 －バレエも、
歌舞伎も」
7/16～11/8［休］月曜（祝日の場合は翌平日）［内容］
生涯様々な分野の舞台に関わり続けた大佛次郎。新
劇運動に参加し劇作家を志した学生時代から、脚本
を手がけ国立劇場の理事を務めた晩年にいたるまで
の足跡をたどり、舞台人・大佛次郎の情熱を探る

か行

万国橋ギャラリー ☎201-8103 A-65 b3
一條憲治 水彩画個展 9/8～14［休］会期中無し
金原富子 陶展
9/22～28［休］会期中無し［内容］陶磁器・タイル絵
f.e.i art gallery ☎325-0081 A-66
竹村良訓 ・ 陶展
8/24～9/4［休］土曜・日曜［内容］陶磁器
深作秀春 眼脳芸術論 出版記念展
9/7～18［休］土曜・日曜［内容］医学者であり画家
でもある、著者ならではの視点でアートに迫る研究
書出版を記念した新作展

は行

みつい画廊 ☎261-3721 A-72 c3
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
第八回水彩画 紀・彩・会展
9/7～13［休］会期中無し［内容］約50点
彩展
9/28～10/4［休］会期中無し［内容］柳沢たつ子の５
つの教室による合同展。ポストカードからF10まで

ま行

横浜市泉区民文化センター テアトルフォンテ
 ☎805-4000 C-⑯
木犀会展
9/16～21［休］会期中無し［内容］油彩。34名
第16回絵画展（水彩・油彩）アトリエ葛野・萌の会・
むぎの会
9/23～27［休］会期中無し［内容］3グループによ
る合同展
横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場
 ☎771-1212 C-⑰
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
第21回坪呑絵画クラブ展
9/9～15［休］会期中無し［内容］会員16名による
水彩。風景、静物等約50点
第22回磯子区書道クラブ 会員展
9/16～22［休］会期中無し
日本報道写真連盟横浜支部 写真展
9/24～29［休］会期中無し［内容］会員の個性を生か
した自由作品と「チョット昔の横浜」を写した企画展
横浜市磯子区民ホールギャラリー
 ☎750-2393 C-⑱
押花 千鳥草の会 8/28～9/2［休］会期中無し
リバティーサークル 9/4～9［休］会期中無し［内容］絵画
鳥刻会
9/11～16［休］会期中無し［内容］バードカービング
彩遊会 9/18～23［休］会期中無し［内容］絵画
アートフリースペース虹
9/25～30［休］会期中無し［内容］水彩・色えんぴつ
横浜市岩間市民プラザ ☎337-0011 C-⑲
第17回保土ケ谷写友会写真展
9/1～6［休］会期中無し
第16回保土ケ谷区民美術展
9/15～20［休］会期中無し［内容］洋画・日本画・水
墨画・版画
第15回保土ケ谷区民写真展
9/26～10/3［休］会期中無し［内容］テーマ「保土
ケ谷区内の坂」または自由課題の公募作品展
横浜市神奈川区民文化センター かなっくホール
 ☎440-1211 B-㉑
私たちの書展 パートⅡ
9/2～7［休］会期中無し［内容］女性の書家たちによ
る大作・小作品
第13回フォトフレンズ写真展
9/8～14［休］会期中無し［内容］風景、スナップ、花
等の「自由作品」と、「テーマ作品 きずな」の計40点
横浜樹石会 第45回 水石展
～自然の造形に眼をくばり、石の声を聴こう～ 
9/11～13［休］会期中無し［内容］川原から採取し
た趣のある石を水盤等に飾る
2015 金沢八景茜写友会 写真展
9/15～21［休］会期中無し［内容］四季折々の風景・
スナップ等。40点
和紙ちぎり絵二人展・手芸作品展 
9/16～21［休］会期中無し
第12回四季彩村&絵たより同好会・作品展
9/22～27［休］9/24［内容］水彩・ハガキ絵等。約40名
ひなちゃんママの陶芸作品展 ～癒しの器たち～
9/22～28［休］9/24
第8回Y・MAC展 ～油彩、水彩作品展～
9/29～10/5［休］会期中無し［内容］朝日カルチャー
センター横浜の三ツ山教室「初めの一歩・洋画入門」
のメンバーによるグループ展
創立15周年記念 第9回プローバー’01 写真展
～朝夕の爭い～
9/29～10/5［休］会期中無し［内容］古来の季節の
優劣論をシャッターチャンスの優劣論に変換。約
43点
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11回日中水墨協会展
9/3～6［休］会期中無し［内容］水墨画の原点「気韻
生動」を追求。野村貞子・吉田稔・小野善朗
平成27年度 神奈川きりえ展
9/9～15［休］会期中無し［内容］神奈川県きりえの
会の会員、会員外の作品約70点。楠昭・小倉修子・
矢島和子等約30名

山手234番館 ☎625-9393 A-75 b5
クレイアート「花のくに」教室展
8/27～9/1［休］会期中無し
第7回スケッチ日和展
9/3～8［休］会期中無し［内容］水彩スケッチ
虹彩会 水彩画展～気の向くままに楽しんで～
9/10～15［休］会期中無し
「そらまめのたね～そらとうみの水色ドロップ」
9/17～22［休］会期中無し［内容］写真  
Le Cercle シャドーBOX
9/25～29［休］会期中無し［内容］シャドーBOX
山手111番館 ☎623-2957 A-76 b5
Lily Flower作品展
9/3～8［休］会期中無し［内容］フラワーアレンジ（プ
リザーブド・アート）
USAUSA WORLD BEYONDあべあやこイラスト
原画展
9/11～16［休］会期中無し
つまみ細工展 9/19～22［休］会期中無し
花と人形の世界 Ⅳ
9/25～30［休］会期中無し［内容］パン粘土・トール
ペイント
横浜開港資料館 ☎201-2100 A-78 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
年横浜開港以来の、馬車や人力車、自転車など、横浜
の街を駆けぬけた乗り物の歴史をたどる
その音、奇妙なり -横浜・西洋音楽とのであい-
9/30～1/24［休］月曜（10/12、11/23、1/11は開
館）、10/13、11/24、1/12、年末年始［内容］ペリー
来航を機に横浜にもたらされた西洋音楽は、今日ま
で続く日本の洋楽の基礎となった。本展示では、こ
うした西洋音楽の伝来と普及の過程を、伝来の地横
浜を中心にたどる

や行

さ行

仲通りギャラリー ☎211-1020 A-58 b3
アトリエ21三人展 -四国紀行-
9/7～13［休］会期中無し［内容］アトリエ21主宰
の岡田高弘・上田耕造・広田稔の三人による油彩・
水彩各7点
広田隆子展
9/14～19［休］会期中無し［内容］水彩小品。約50点
柳川俊夫展 9/28～10/3［休］会期中無し［内容］油彩
日本郵船歴史博物館 ☎211-1923 A-59 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
爾麗美術 ☎222-4018 A-61 b4
和さんと仲間達展
9/5～23［休］9/9、16［内容］佐々木和・タカハシ
タツロウ・鈴木正道・高專寺赫・滝本光國
横山和江 写真展
9/26～10/10［休］9/30、10/7［内容］1010美術と共催

な行

鶴見画廊 ☎584-7208 B-⑯
寿楽彩展
9/9～14［休］会期中無し［内容］水彩。グループ展
土屋清子 遺作展
9/24～29［休］会期中無し［内容］洋画

た行

※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2015.7～2016.6版」と連動しています。

《午前４時》コピック、ペン／2015年

「まっすぐな迷路」よりドローイング／2015年

《Silent Invader (SS_sh1)》2014年

田代幸正《月の兎》銅版画／2014年

《アルフォンススの海-028》
ドライポイント、コラグラフ／2014年


