横浜市歴史博物館
☎912-7777 B-㉔
企画展「よみがえる学校の文化財 - 地域の “かがみ”
学校内歴史資料室」
7/23〜9/4［休］月曜（祝日の場合は開館、翌日休館）
［内容］当館では、平成 25 年度より文化庁の補助を
受け「博物館デビュー支援事業」として市内の小学
校に設置された郷土資料室の整理・リニューアルを
すすめている。本展では、これまでに整理の終わっ
た各資料室から、地域の歴史やくらしを物語る学校
文化財を一堂に展示する
横浜髙島屋ギャラリー
☎311-5111 A笑点 放送 50 周年 特別記念展
8/3〜15［休］無し［内容］企画展（入場無料）
横浜髙島屋美術画廊
☎311-5111 A‑ 生命の讃歌 ‑ 中野嘉之展
7/27〜8/2［休］無し［内容］日本画
茶道具奉仕会
8/3〜9［休］無し
茶道具逸品会
8/3〜9［休］無し
美の予感 2017
8/10〜16［休］無し
水川舟芳 [ 喜寿 ] 書展 ‑ こころに花を ‑
8/17〜23［休］無し
伊勢﨑 競・古谷和也展
8/24〜30［休］無し［内容］陶芸
大森啓展
8/24〜30［休］無し［内容］洋画
響の会
8/31〜9/6［休］無し［内容］日本画
小島憲二展
8/31〜9/6［休］無し［内容］陶芸
横浜馬車道アートギャラリー
第 51 回錬心社書作展
8/17〜21［休］無し

☎662-3111 A-

b3

メアリー・カサット展
6/25〜9/11［休］木 曜（8/11 は 開 館）
［内 容］印 象
派を代表する米国人女性画家、メアリー・カサット
（1844-1926）の日本では 35 年ぶりの回顧展。本展
では、カサットの油彩画やパステル画、版画の代表
作に加え、エドガー・ドガなど交流のあった画家た
ちの作品、画家が愛した日本の浮世絵版画や屏風絵
なども併せて合計約 100 点を展観する

横浜

や行

ギ ャ ラ リ ー

め ぐ り

2016 年

《夏の日》1894 年／油彩・カンヴァス

100.6×81.3cm ／テラ・アメリカ美術基金蔵
Terra Foundation for American Art,
Daniel J. Terra Collection , 1988.25
Photography ©Terra Foundation for
American Art, Chicago
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横浜市民ギャラリーの収蔵作品を毎月紹介します

横浜みなと博物館
☎221-0280 A- b2
企画展「柳原良平 海と船と港のギャラリー」
8/20〜11/6［休］月曜（祝日の場合は翌日）
［内容］
画家、イラストレーターの柳原良平（1930〜2015）
は、船や港、海を独特の明るい色調と親しみやすい
タッチで描き、これらに対する多くの人々の関心を
呼び起こしてきた。本展は、柳原作品を通して、楽し
く、
明るく、
海と船と港の世界に親しむ展覧会。
絵画・
イラストレーション・絵本・ポスター等多彩な資料
を展示する

横浜美術館
☎221-0300 A- b2
横浜美術館コレクション展 2016 年度第 1 期
しなやかさとたくましさ―横浜美術館コレクション
に見る女性の眼差し アメリカ写真の展開：1860 年
代 -1940 年代
4/23〜9/11［休］木 曜（8/11 は 開 館）
［内 容］企 画
展
「メアリー・カサット展」
に連動して、
女性アーティ
ストの活躍に焦点を当てる
柳原良平作 リトグラフ《アトリエ》

島田正次《花月園競輪場》
1979 年／水彩、紙／ 26.6×39.1cm

●ホームページで作品解説をご覧いただけます

松井冬子《世界中の子と友達になれる》
2002 年（平成 14）
絹本着色、裏箔、紙／ 181.8×227.8cm ／寄託

横浜には150あまりの画廊、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
横浜市民ギャラリー展覧会情報

A-b2 ☎315-2828

7/29〜8/7
横浜市こどもの美術展 2016［3F/2F/1F/B1F］
［主催］横浜市民ギャラリー［内容］子どもたちからの
応募作品全てを展示。アーティスト康夏奈さんの特
別展示、自由参加ワークショップ、子どもの演奏会も
開催（7/30、31）
。見て、参加して、楽しむ展覧会
8/10〜8/21 ※8/15 休館
ルーマニア民俗写真展
〜もうひとつのヨーロッパ〜［3FB］
［主催］日本・ルーマニア協会［内容］人々の優しい
表情、牧歌的な風景など、みやこうせいの写真 70 点

素敵じゃありませんか。
※会期・時間等は事前にご確認ください

8/17〜8/21
ひろげよう ぼくのつばさ わたしのつばさ展 2016
［1F/B1F］
［主催］社会福祉法人 青い鳥［内容］20 歳未満の公募
作品 200 点。50 年前のマッチ画コレクション
8/24〜8/29
第 65 回浜書展［3F/2F/1F/B1F］
［主催］横浜書道連盟［内容］創立 70 周年を迎える横
浜書道連盟が主催する書の公募展
8/31〜9/5
第 54 回全国公募日書家展［3F/2F/1F/B1F］
［主催］日本書道家連盟［内容］書道作品（漢字・かな・
少字数・篆刻他）390 点

「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 2016.7 〜2017.6 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 2016 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／西田装美株式会社 共同事業体）
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/
デザイン：ふじたおさむ

ホームページでも情報公開 !

http://ycag.yafjp.org/

・本誌発行後に内容に変更が生じる場合があります。 各展覧会については開催施設にお問合せください。
・各施設の電話番号右横の番号は、横浜市民ギャラリー発行「ヨコハマ・ギャラリー・マップ 2016.7〜2017.6 版」と連動しています。
☎651-9037 A-⑩ c4

あ行
Art Araq Asia Gallery（AAA Gallery）

☎664-3907 A-① b5

愛しのパンツ展 〜８人のパンツ衆〜
7/30〜8/5［休］8/2［内 容］8/2 は パ ン ツ の 日。近
くにありつつも未知と神秘に溢れるこのテーマを２
つの面から表現。イラストから実物のパンツまで！
Mickey 個展
7/30〜8/5［休］8/2［内容］男性、特に少年をモチー
フにしたイラストと、粘土造形
蜂蜜みゆこ 個展
7/30〜8/5［休］8/2［内容］コラージュ作品
愛しのパンツ展 〜9 人のパンツ衆〜
8/6〜12［休］8/9［内容］パンツ展の第 2 週目
SALLY. 個展『夢の国』
8/6〜12［休］8/9［内容］みなさまが、夢の国で、
ささやかな朗らかなきもちになれることをお祈り
して…
まるやまひとみ 個展『ひとみのなか』
8/6〜12［休］8/9
化化展
8/13〜19［休］8/16［内容］日差しと熱気で頭がぼ
んやりとする夏、浮かび上がる陽炎、踊る幻たち…
タチバナナオ 個展
8/13〜19［休］8/16［内容］イラスト
ゆるし展
8/20〜26［休］8/23［内容］16 名のアーティスト
による「ゆるし」をテーマにした絵・写真や、3 組の
アーティストによる演奏等
とりころん 個展
8/20〜26［休］8/23［内容］ハシビロコウを中心と
した鳥の立体作品
中二病展✚第 3 夜✚
8/27〜9/2［休］8/30［内容］
「中二病」をテーマと
した、ちょっぴりダークな展覧会
枕崎狼鬼・祈 屑華 二人展『白黒脳内展』
8/27〜9/2［休］8/30［内容］2 人で少し異質だけど
素敵な空間を演出
のえ 個展
8/27〜9/2［休］8/30［内容］ペン画
art gallery, on the wind
☎251-6937 A-③ c3
宮澤賢治原画展 2016
8/20〜28［休］8/22〜26［内 容］宮 澤 賢 治 生 誕
120 年を記念し、女流作家が挿絵を描いた電子書
籍の原画展

ATELIER K・ART SPACE
脇嶋通、朴点泳、もりやゆき 3 人展「ＮＯＷ」
8/13〜27［休］月曜［内容］平面・インスタレーショ
ン。10 点
エリスマン邸
☎211-1101 A-⑭ b5
第 10 回エリスマン邸 絵画公募展
8/1〜7［休］無し

art Truth
☎263-8663 A-⑥ b5
夏を彩る !! 展
8/4〜14［休］火曜［内容］約 30 名の作家によるう
ちわ・扇子・モビール
中村景児 個展
8/8〜19［休］火曜［内容］エアブラシ・水彩。ファ
ンタジックな絵画展
庄司文 個展
8/24〜29［休］無し［内容］アクリル・線描画・コラー
ジュ
小山まさえ 個展
8/31〜9/5［休］無し［内容］アクリル画

ギャラリーこやま
☎545-1105 B-⑦
益子焼＆書と絵の小品展
8/1〜7［休］無し［内容］益子焼（主に日常雑器）
、村
井勝岳・ 守屋柊雨（書）
・ 重田和子（布絵）
それぞれのアート展〈一部チャリティー〉
8/21〜27［休］無し［内容］大坂忠治、都守太朗、森
智枝、稲葉早苗、長谷川雅子ら 20 名による、絵画・陶
芸・アートペイント・ニット小物・マーケタリー等
ギャラリー守玄齋
第 37 回玄悠會展
8/4〜8［休］無し［内容］書

タカナミノブユキ 写真展
8/12〜14［休］無し
大佛次郎記念館
☎622-5002 A-⑮ b5
テーマ展示Ⅱ
「瞬間を切り取る画家ポール・ルヌアール」
7/14〜11/13
［休］
月曜
（祝休日の場合は翌日）
［内容］
大佛次郎旧蔵のポール・ルヌアール版画集『ドレフュ
ス事件』
（1899）と『動き、身振り、表情』
（1907）より
初公開を含む版画40点ならびに、
関連する大佛作品・
資料をあわせて展示
子どもアドベンチャー 2016 大佛次郎記念館 お話
の中の猫と友達になろう！〜感想画体験〜
8/17・18（〜8/28 作品展示）
［休］月曜［内容］大佛
次郎作品の中から子猫を主人公にしたお話しを聞い
てもらい、お気に入りの場面を想像して描いてもら
うイベント。感想画は、8/28（日）まで館内で展示

か行
神奈川近代文学館
☎622-6666 A-⑯ b5
常設展「文学の森へ 神奈川と作家たち」第 2 部 芥川
龍之介から中島敦まで
7/23〜9/25［休］月曜［内容］日本が軍国主義を推
し進め世界と対立、ついには崩壊へと至る関東大震
災から敗戦まで。この時代にそれぞれの生き方、文
学の道を選んで活躍した 13 人の作家をとりあげる
企画展「絵本作家・西村繁男の世界展 やこうれっ
しゃで出発！」
7/23〜9/25［休］月曜［内容］西村繁男（1947〜 相
模原市在住）は、精密な観察をもとに人びとの日常
の姿を描いた〈文字のない絵本〉
「おふろやさん」
「や
こうれっしゃ」等の作品でよく知られている。また、
社会性を持つ作品やナンセンスな絵本も手がけ、そ
の世界は多様性に溢れている。本展では、こうした
作品群を、絵本、
原画をはじめ、
取材手帳、
ラフスケッ
チなどの資料をまじえジャンル別に紹介する
神奈川県立地球市民かながわプラザ

高師悠香里（2012年女子美術大学絵画学科洋画専攻・卒業）
《よだかの星》2016 年／パンパステル、水彩、ボールペン
297×210mm

画廊 楽
☎681-7255 A-㉔ c4
瀬谷区美術展巡回展
8/29〜9/4［休］無し［内容］瀬谷区在住の作家によ
る展覧会

☎896-2121 C-⑥
田中克佳 写真展「麗しき街 - リオデジャネイロ」
7/16〜9/4［休］月曜［内容］ブラジルの魅力溢れ
る街リオデジャネイロ。この地で長年取材を続け
てきた田中克佳の作品 45 点を展示し、わずか 1 世
紀ほどで劇的な発展を遂げた「麗しき街」の魅力に
迫る

ま行
みつい画廊
☎261-3321（ハヤカワ画材店） A- c3
アポジキック展
8/29〜9/4［休］無し［内容］油彩・水彩・アクリル
画等約 40 点

☎201-7118 A-㉛ b3

た行

gallery fu
☎070-6429-8597 A-㊲ c5
ダリオ・アルジェント ポスター展 2016
8/9〜14［休］無し［内容］イタリアのホラー映画の巨
匠アルジェント監督の映画ポスター展（カフェにて
1ドリンクオーダー）
。
会期中にセミナーもあり
（有料）

A- b4
退廃黒ギャラリー 廃道楽
退廃市場０
7/17〜8/13［休］水曜［内容］退廃的なモノをギュ
ウギュウ詰めに売りまくる、圧縮陳列型カニ歩き廃
商店

な行
日本郵船歴史博物館
☎211-1923 A- b3
企画展「重要文化財指定記念 まるごと氷川丸展」
7/16〜12/25［休］月曜（祝日は開館）
［内容］横浜
のシンボルとして親しまれている氷川丸が国の重要
文化財に指定されることを記念して、その誕生から
今日に至るまでの歴史をふり返り、残存する関連資
料や船に関わった人々の記憶から氷川丸の航跡をた
どる

参考写真：2013 年展示ポスター
「インフェルノ」1980 年イタリア公開／日本公開：1980 年

ギャラリーミロ
☎251-5229 A-㊳ c3
色波展
8/1〜7［休］無 し［内 容］油 彩・水 彩 等。横 浜 国 大
OG によるグループ展
藤本豊 CD アート個展
8/1〜7［休］無し［内容］花やひな祭りなどを題材と
し、CD を材料に制作したアート作品
華とコラージュアート展
8/22〜28［休］無し［内容］アートフラワー（佐々木
一子）
・コラージュ（田中秀実）
檸檬（れもん）の会展
8/29〜9/4［休］無 し［内 容］油 彩・水 彩。広 田 稔 先
生の教室展

爾麗美術
☎222-4018 A- b4
村上肥出夫展
7/29〜8/14［休］8/3、10［内容］画集出版記念。油
彩 10 点・ドローイング 15 点

は行
f.e.i art gallery
☎325-0081 A涼を愛でる展 vol.3 ‑modern‑
7/19〜8/12［休］土曜・日曜・祝日［内容］作家の作
品を通して夏の「涼」を提案する企画展。今展では繊
細で涼しげなガラス作品が並びます。戸田晶子・豊
澤美紗・山田春美
第 4 回 FEI PRINT AWARD 準大賞者 吉村綾平展
8/22〜9/2［休］土曜・日曜［内容］版画

ギャラリー Lei OHANA
☎941-6169 B-⑪
二つの書
8/20・21［休］無し［内容］勘亭流書道の作品展
ギャルリーパリ
☎664-3917 A-㊶ b4
狩野炎立展
8/25〜31［休］日曜［内容］陶芸

山手 111 番館
☎623-2957 A- b5
石川玲子展 “優美なレースドールの世界”
8/11〜14［休］無し［内容］磁器人形・ポーセリン
ドール
鈴木恵み 写真展『お花畑。
』
8/15〜21［休］無し
宇宙（そら）を描く
8/27〜30［休］無し［内容］パステル・水彩・油彩
山の上ギャラリー
☎852-8855 C-⑬
祈りのかたち展
8/12〜10/1［休］月曜、火曜（祝日は除く）
［内容］
「祈
り」をテーマにした展覧会。木工厨子・仏壇・ガラス
オブジェ・花入等
横浜開港資料館
☎201-2100 A- b4
明治のクール・ジャパン 横浜芝山漆器の世界 ‑ 金子
皓彦コレクションを中心に ‑
7/22〜10/23［休］月曜（祝日の場合は開館、翌日
休館）
［内容］横浜芝山漆器は、安政 6（1859）年の横
浜開港後、欧米諸国へ輸出されていった工芸品のひ
とつで、貝・象牙・鼈甲などを漆器の表面にはめ込
み花鳥人物を浮かび上がらせる芝山細工の技法を用
いて、輸出向けの作品が大量に作られた。本展では、
日本の工芸品の著名なコレクター金子皓彦氏所蔵の
資料をお借りし、横浜芝山漆器を中心に横浜から輸
出された工芸品の数々を紹介する

※受賞作

ゴールデンギャラリー
☎201-7118 A-㊼ b3
春墨会展
7/28〜8/2［休］無し［内容］書
第 39 回管城展
8/4〜8［休］無し［内容］書

美術がくれるもの
8/9〜28［休］月曜［内容］美術教育の現場で熱意を
持って奮闘している先生達が、美術教育の必要性、
日頃の取り組みなどを、自身の作品とともに展示す
る企画展

A-

や行

銅版画（エッチング、アクアチント、ソフトグランド）

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA

そごう横浜店美術画廊
☎465-5506
人間国宝 きもの伝承展
7/26〜8/1［休］無し［内容］呉服

みなとみらいギャラリー
☎682-2010 A- a2
西区文化協会「創作展」
7/26〜8/1［休］無し［内容］絵画・書道・生け花・切
り絵等
国連食糧農業機関の現場から〜日本の FAO 加盟 65
周年記念写真展〜
8/2〜8［休］無し
第三世代が考えるヒロシマ「
」継ぐ展
8/3〜8［休］無し［内容］絵画・写真等
（仮称）高橋千秋画展 “祈り”
8/9〜15［休］無し［内容］絵画
いのち育む丹沢 その自然とくらし展
8/10〜15［休］無し［内容］写真
Reborn 60 写真展
8/17〜22［休］無し
書道展 CHAOS
8/18〜21［休］無し
第 23 回 NHK 学園 旅の写真展
8/24〜29［休］無し
綾友展
8/30〜9/5［休］無し［内容］絵画

《美大生という肩書きに満足し自己快楽に溺れる美大生》

クロス・パティオ 緑のギャラリー ☎223-2621 A-㊺ a2
千葉純一 絵画展 In Other Blooms
8/25〜31［休］無し［内容］30〜40 点

さ行
横浜生まれの写真家・田中克佳氏。
※上記の写真は、本写真展で展示予定の作品。

星純一 洋画展
8/2〜8［休］無し
現代ヨーロッパ絵画展
8/2〜8［休］無し［内容］洋画
杉浦幹男 油絵展
8/9〜15［休］無し［内容］洋画
塩田満男 油絵展
8/9〜15［休］無し［内容］洋画
角田守 油絵展
8/16〜22［休］無し［内容］洋画
彩りのガラス展
8/16〜22［休］無し
茶道具逸品展
8/23〜29［休］無し

☎411-5031

A-

ブラフ 18 番館
☎662-6318 Aヨーロッパの世界遺産
8/11〜14［休］無し［内容］写真
こどものあとりえ展
8/26〜28［休］無し

c5

横浜芝山漆器／子とろ図飾額／金子皓彦氏所蔵

横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場

☎771-1212 C-⑰
第 4 回端彩会展
8/10〜16［休］無し［内容］水彩を楽しく描く仲間
の作品展
ひらく油彩展
8/17〜23［休］無し［内容］発足 10 余年となるサー
クルの 3 回目の展覧会

横浜市磯子区民ホールギャラリー

☎750-2393 C-⑱
BOX R
7/27〜8/1［休］無し［内容］インテリア茶箱・カル
トナージュ
木曜油彩会
8/3〜8［休］無し［内容］絵画
スリー S
8/10〜15［休］無し［内容］写真
アトリエ小杉
8/17〜22［休］無し［内容］工作
磯風の謡デイサービスセンター
8/24〜29［休］無し［内容］絵画・書・工作
新日本婦人の会
8/31〜9/5［休］無し［内容］ちぎり絵・絵手紙

横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール

☎511-5711 B-㉑
東大美術サークル東女洋画研究会 OB・OG 合同展
8/28〜9/4［休］無し［内容］東大東女大 OBOG に
よる 40 年振りの「アラ還」合同展覧会。中山裕・伊
東信也・喜久田尚美等

横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ

☎866-2501 C-㉓
横浜市立高等学校書道美術教員展
7/26〜8/1［休］無し
第 5 回横浜市立学校総合文化祭中学校美術部展・開
催ポスター原画展
8/3〜8［休］無し［内容］中学校美術部生徒作品と総
合文化祭ポスター原画入賞作品
戸塚写真クラブ 心に残る風景写真 小野清治展
8/10〜16［休］無し［内容］風景・ネイチャー・スナッ
プ・人物等
渡壁孝幸（故人）供養 絵画個展
8/11〜15［休］無し
［内容］油彩・水彩・墨絵・鉛筆画等
牧瀬貢 水彩画展 “スペインの風景に魅せられて”
8/16〜22［休］無し［内容］スペインの世界遺産、パ
ラドール、白い家と花通り等思い出を表現
喜江さんとマグノリアの仲間たち
8/20〜22［休］無し［内容］キルト展示
みずえの会水彩画展
8/23〜29［休］無し［内容］同じ画風はなく、個性を
生かして描く絵の仲間たち
写真クラブ「どんぐり」第 18 回写真展
8/23〜29［休］無し［内容］ネイチャー主体の作品展
第 1 回写想 写真＆小物 写想展
8/30・31［休］無し［内容］ネイチャー・風景・乗り物・
人物・羊毛フェルト・盆栽

横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-㉓
あざみ野こどもぎゃらりぃ 2016
7/29〜8/7［休］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。11
回目となる今回は、川村亘平斎の影絵のインスタ
レーション作品や、後藤楯比古の日用品を動物に見
立てた造形作品を展示。さらに、近隣小学校へのア
ウトリーチや事前ワークショップで子どもたちが撮
影した写真の展示も。会期中は、アーティストによ
るワークショップや、影絵の公演も開催

横浜市泉区民文化センター テアトルフォンテ

☎805-4000 C-⑯
第 22 回北條怜 水彩画展
8/23〜29［休］無し［内容］横浜周辺、四季折々の風
景画。約 50 点
後藤楯比古《ダルメシアン》

