
田村友一郎《裏切りの海》2016年（会場風景）
撮影：田村友一郎

福田美蘭《風神雷神図》
2013年横浜美術館蔵、福田美蘭氏寄贈
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天笠義一《横浜港》
1982年／油彩、キャンバス／ 97.8×130.8cm

●ホームページで作品解説をご覧いただけます

ホームページでも情報公開 !
http://ycag.yafjp.org/

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?
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10月15日現在のものです。）　
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デザイン：ふじたおさむ

ギャラリー

横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール
 ☎511-5711 B-㉑
百瀬今朝由「弦楽器発表展示会」
12/23～27［休］無し［内容］バイオリン。解説有り

横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ 
 ☎866-2501 C-㉓
第7回とつかお結び広場
11/30～12/4［休］無し［内容］戸塚を中心に様々な
分野で活動している方々の活動紹介
フォト夢とつか 第3回フォト川柳展
12/6～12［休］無し［内容］戸塚区民からの約80点
の写真と、川柳協会の方々の作品のコラボ
上永谷・大船・日本画水彩画展-講師 内山徹-
12/14～19［休］無し［内容］大船と上永谷の教室展
田谷そよ「身近な花」第23回展
12/21～26［休］無し［内容］草花等の水彩。約100点

横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-㉓
第49回公募竹青社書展
11/25～12/1［休］11/28［内容］約250点

横浜市吉野町市民プラザ ☎243-9261 C-㉕
県立横浜清陵総合高等学校 芸術表現系列・部活動作
品展
12/13～19［休］無し［内容］美術・工芸・陶芸・CG
デザイン等。美術部、写真部、漫画研究部、鉄道研究
部の作品発表も

横浜髙島屋美術画廊 ☎311-5111 A-83
襲名三十周年記念 桂窯 檜垣青子展
11/30～12/6［休］無し
入江明日香展
12/7～13［休］無し［内容］平面
山近 泰 作陶展
12/7～13［休］無し
須田青華 作陶展
12/14～20［休］無し
エサシ・トモコ展
12/14～20［休］無し［内容］彫刻
城 康夫展
12/21～27［休］無し［内容］洋画
酒器展
12/21～27［休］無し
対談「今日は、ホンネで」100回記念 本江邦夫と美術
家たちとの対話
12/28～1/10［休］無し［内容］平面

横浜都市発展記念館 ☎663-2424 A-84 b4
焼け跡に手を差しのべて-戦後復興と救済の軌跡-
10/22～1/15［休］月曜（祝日の場合は翌平日）、年
末年始［内容］戦後横浜の復興への軌跡とともに、戦
争被害者に対して救済の手を差しのべた横浜の人々
の取り組みについて、当時の資料から紹介する

横浜能楽堂 ☎263-3055
横浜能楽堂特別展「能面コンクール2016入賞作品展」
11/26～1/9［休］12/5、12、29～1/3［内 容］開 館
20周年を記念する企画公演「横浜の能」で上演され
る能「六浦」に使用する能面を全国から公募。その入
選作品を展示

横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A-87 b3
第37回馬車道を描く日曜画家展
12/3～9［休］無し
第35回馬車道写真コンクール入賞作品展
12/3～9［休］無し

横浜美術館 ☎221-0300 A-89 b2
BODY/PLAY/POLITICS-カラダが語りだす、世界
の隠された物語
10/1～12/14［休］木曜［内容］人間や集団の行動
がもたらす役割、超自然的な存在など、歴史を通じ
て作り上げられた身体が生み出すイメージの数々を
モチーフに、それぞれの角度から作品化していく6
人の現代作家たちによるグループ展

横浜美術館コレクション展 2016年度第2期 描か
れた横浜 イメージをかさねる 風を聴く-自然の気
配をうつす美術 かたちの変容
10/1～12/14［休］木曜［内容］エデュケーターが
手がける「描かれた横浜」、作品に織りこまれた様々
な「かさなり」をキーワードに作品の見方の広がり
や深まりに着目する「イメージをかさねる」ほか、「風
を聴く自然の気配をうつす美術」、写真展示室の「か
たちの変容」の4つのテーマで構成

横浜市民ギャラリー展覧会情報 ☎315-2828  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-96 b3
2016年クリスマス展
11/28～12/4［休］無し［内容］皮製品・アクセサリー等

横浜市民ギャラリーの収蔵作品を毎月紹介します

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/

12/13～12/18
第43回神奈川独立書展・第25回神奈川県青少年毎
日書道展 ［3F/2F/1F/B1F］
［主催]神奈川県独立書人団［内容]現代美術としての
「書美」を追及する団体の作品と県内学生児童の作品
12/20～12/25
第43回高校生写真展 ［2F］
［主催]神奈川県高等学校文化連盟写真専門部［内容]
高校生による写真を展示
12/20～12/26
第9回現代ルネッサンス美術展 ［1F］
［主催]現代ルネッサンス美術会［内容]古典絵画に
則ったリアリズム作品。油彩・水彩等約120点
12/21～12/25
第11回橘学苑高等学校卒業作品展 ［3F］
［主催]橘学苑高等学校デザイン美術コース［内容]デ
ザイン美術コース32名による、絵画・デザイン・立
体・映像

11/29～12/5
横浜四大学連合写真展 ［3F/2F］
［主催]横浜四大学写真連合［内容]横浜市内にある四
つの大学の写真部及びOBによる合同展覧会
第42回ハマグルッペ展 ［1F］
［主催]ハマグルッペ［内容]写真をはじめとして、油
彩・水彩・水墨・創作人形・てん刻など100点
11/30～12/5
第28回雨聲会横浜書展 ［B1F］
［主催]雨聲会 横浜支部［内容]淡墨による漢字・かな
作品や子ども達の書道作品。70点
12/7～12/11
第53回神奈川県高等学校書道展 ［3F/2F/1F/B1F］
［主催]高校書道展［内容]県内高校生による書道作品
70枚余



あ行

《心象No1》2015年

《虹の聖母子》2003年／テンペラ・油彩の混合技法、ボード
21.0×15.0cm／イコン型

浅見隆三《緑釉壷》
島岡達三《掛合釉象嵌縄文ピッチャー》

金重道明《備前茶盌》

《ノスタルジックドリーム》木版画

勝見ケイ《START》アクリル絵具、油性ぺン

重要文化財《東征伝絵巻（巻第四）》奈良 唐招提寺蔵 
＊巻替あり

安藤真司《森からの誘い》2015年／鉛筆、色鉛筆、水彩

《洋上からの氷川丸》

Art Araq Asia Gallery（AAA Gallery）
 ☎664-3907 A-① b5
女の子の半分は甘いものでできている
11/26～12/2［休］11/29 ［内容］夢の世界やお菓子
のモチーフの展覧会
かおかお企画『ふぁんしーみやげ展』
12/3～16［休］12/6、13 ［内容］イラスト。80年代
の雑貨を代表する「ファンシーみやげ」が現代によみ
がえる
たわむれ星 絵×音展Ⅱ『果実の味』
12/10～16［休］12/13 ［内容］ たわむれ星（絵師 ヨ
ル&作曲家 瓜生友明）による絵と音の展示会
大忘年展
12/17～26［休］12/20 ［内容］2016年を象徴する
作品等
ソラコ・Aya 2人展
12/17～26［休］12/20 
霜田有沙 個展『猫のマチカと仲間たち』
12/17～26［休］12/20 ［内容］初個展。様々な動物作
品が大集合。原画・クリスマスをテーマにした新作等

art gallery, on the wind ☎251-6937 A-③ c3
ハッピークリスマス展2016
12/3～11［休］12/5～9 ［内容］大切な方へお礼の
気持ちをこめた作品を展示販売

Art Gallery 山手 ☎628-0267 A-④ b5
第11回クリスマス展
12/9～25［休］無し ［内容］クリスマスリース・BA 
G・絵画・アクセサリー等

art Truth ☎263-8663 A-⑥ b5
小松修 個展
11/30～12/5［休］無し ［内容］海外の風景を描く水彩
矢合直彦 作陶展
12/8～18［休］火曜 ［内容］動物や植物を描いた陶
芸作品

artmania cafe gallery yokohama
 ☎514-3980 A-⑧ b2
Saki 個展
12/24～30［休］無し ［内容］初個展。絵画。初日13
時よりライブペインティングあり

旭ギャラリー ☎955-3388 C-②
蔡國華展
12/2～23［休］無し ［内容］絵画。人物・風景・静物、
約30点

ATELIER K・ART SPACE ☎651-9037 A-⑩ c4
津田恵子展
12/10～24［休］月曜 ［内容］版画・コラージュ・モ
ノタイプ

1010美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑪ b4
清野耕一 個展
11/19～12/4［休］水曜 ［内容］木版・銅版を使用し
た半立体作品
中島史子 個展
12/10～22［休］水曜 ［内容］版画・ジュエリー オブジェ

エリスマン邸 ☎211-1101 A-⑭ b5
みんなで楽しいクリスマス！第４回童画展
12/5～7［休］無し［内容］イラスト

ギャラリー伽羅 ☎842-1428 C-⑦
手作りきゃらSHOP
11/29～12/22［休］日曜・月曜［内容］着物リフォー
ム服・バッグ・干支の鶏・クリスマスの手作り品・ア
クセサリー等

ギャラリーこやま ☎545-1105 B-⑦
陶芸展
12/2～7［休］無し［内容］萩焼・益子焼等
手づくり展
12/11～17［休］無し［内容］石井朝美（手づくり帽
子）・鵜﨑英子（パッチワーク）・島崎まり（七宝）・畠
山督子（ニット）・吉永孝夫（陶画・陶小物）
手しごとの作品展〈メリークリスマス〉
12/19～25［休］無し［内容］絵の小品・陶小物・七宝・
布の手芸品等

ギャラリー守玄齋 ☎201-7118 A-㉛ b3
植松英夫 作陶展
12/9～14［休］無し
第34回ぴおシティ書道コンクール展
12/17～19［休］無し
日本書道学院グループ展
12/23～26［休］無し

ギャラリーダダ ☎461-1533 A-32
大久保綾子 油絵展
11/30～12/6［休］無し［内容］国内外の四季の風景等
伊海春子 作品展
11/30～12/6［休］無し ［内容］パステル・油彩
若葉恵子 透明水彩画展
12/7～13［休］無し［内容］紙の白を大切に、透明水
彩のよさを生かして
「それぞれの想いで」展
12/7～13［休］無し［内容］水彩教室で学ぶ仲間の展覧会
辰巳ミレイ 油絵展
12/14～20［休］無し［内容］静物、花等をペイント
ナイフで描く
アートフェスティバルベスト20選抜展
12/21～29［休］無し［内容］夏のアートフェスティ
バルで人気のあった作家20人

gallery fu ☎070-6429-8597 A-37 c5
Chikao&Chieko 切り絵アート展
12/7～11［休］無し［内容］障がいを抱える息子と母
の親子展。作品制作が二人のコミュニケーション
ツールとなっている
強瀬浄眞展「聖書の中の絵の世界」
12/13～25［休］12/19、24［内容］聖母子像、黙示
録、創世記に題を取った作品の中から、ミニアチュー
ルやイコン型の作品を中心に展示

ギャラリーミロ ☎251-5229 A-38 c3
手編アルパカ作品展
11/28～12/4［休］無し［内容］ペルーのベビーアル
パカ100％を素材に編み上げた作品。松田イメルダ
工房制作
初夏のシチリアを描く
12/5～11［休］無し［内容］油彩・水彩。イタリア・シ
チリア島の旅の思い出を描く
二紀会神奈川支部員による小品展 ～12月展～
12/19～25［休］無し［内容］油彩・水彩等

ギャラリー Lei OHANA ☎941-6169 B-⑪
花アトリエ あんずの森クリスマス展
12/2～4［休］無し［内容］X'mas & お正月リース・
アレンジ作品

あ行

神奈川県民ホールギャラリー ☎662-5901 A-⑱ b4
5Rooms ̶ 感覚を開く５つの展覧会
12/19～1/21［休］12/30～1/4［内容］磁器・漆・写真・
シルクスクリーン・インスタレーションと多種多様
な技法・素材で表現をする気鋭のアーティストたち
5人の展覧会。出品作家：出和絵理・染谷聡・小野耕石・
丸山純子・齋藤陽道

神奈川県立金沢文庫 ☎701-9069 C-⑤
生誕八〇〇年記念特別展 忍性菩薩-関東興律七五〇年-
10/28～12/18［休］月曜、11/24 ［内容］鎌倉で活
躍した律僧忍性の生涯を軸に律宗教団の成立と展開
をたどる。関連講座も多数開講

カフェ・ギャラリーリンデン ☎532-5288 B-①
hamaco展
11/30～12/18［休］月曜・火曜［内容］自然の中で
見つけたものをテーマにしたイラスト・水彩・オブ
ジェ・アクセサリー

ガレリア セルテ ☎651-5471 A-㉑ b3
右近とし子 水彩画展
11/28～12/7［休］無し
横浜市会文化芸術懇談会展
12/11～17［休］無し
2016第11回爽風小品展 爽風美術協会
12/18～24［休］無し

画廊 楽 ☎681-7255 A-㉔ c4
青木道夫展
12/5～11［休］無し［内容］国画会会員作家
オクタビジョン
12/12～18［休］無し［内容］新制作協会会員による
グループ展

Gallery ARK ☎681-6520 A-㉕ c4
宮崎文子展
12/1～12/10［休］12/4 ［内容］リトグラフ
アニマート展
12/15～24［休］12/18 ［内容］葉書サイズの作品

ギャラリーKAN ☎641-4751 A-㉘ c4
クリスマスグッズとプレゼントグッズ 「クリスマス
の飾りたち展」
12/6～18［休］12/12 ［内容］8人のグループ展。ク
リスマスグッズ・プレゼント類・来年の干支の細工
物等約300点

布草履・リボンレイ・キルト・茶箱・シルクフラワー展
12/9～12［休］無し［内容］手作りコラボ展
ステンドグラス、油絵、陶器の二人展
12/17～21［休］無し
写真展「時よ止まれ」
12/22～27［休］無し

大佛次郎記念館 ☎622-5002 A-⑮ b5
平成28年度大佛次郎記念館テーマ展示Ⅲ ロマン・
ロラン生誕150周年記念「大佛次郎のフランス」
11/17～3/12［休］月曜（祝休日の場合は翌日)、12/ 
26～1/3、1/10 ［内容］ロマン・ロラン（1866-1944)
は、大佛次郎が高等学校以来傾倒し、熱心に読んだフ
ランスの作家である。大佛の目に映ったフランスの印
象をたどり、「大佛次郎の愛したフランス」にせまる

か行

みつい画廊 ☎261-3321（ハヤカワ画材店） A-73 c3
アトリエ・サン展
11/28～12/4［休］無し［内容］油彩等約40点
アポッサム水彩画展
12/7～11［休］無し［内容］ハガキサイズの作品

みなとみらいギャラリー ☎682-2010 A-74 a2
KIKUNAアトリエ絵画造形教室 群青展
11/29～12/5［休］無し［内容］絵画
こけももステッチ 刺しゅう作品展
12/1～3［休］無し
小野月世水彩画教室 第4回アトリエ作品展
12/7～12［休］無し
キルト工房ちくちくぱっち「クリスマスキルト展」
12/13～19［休］無し［内容］パッチワークキルト
第28回アトリエ ヴィーナス展
12/14～19［休］無し［内容］絵画
国連人道法写真展「戦場を希望の大地へ」
12/20～26［休］無し

ま行

山の上ギャラリー ☎852-8855 C-⑬
アンティーク絨毯コレクション
11/18～12/4［休］月曜・火曜［内容］イラン、トルコ、
アフガニスタン、ロシア、中国など1800年初期から
現代までの織物、絨毯を紹介

横浜開港資料館 ☎201-2100 A-78 b4
明治天皇、横濱へ-宮内省文書が語る地域史-
10/28～1/29［休］月曜（祝日の場合は開館、翌日休
館）、年末年始［内容］明治維新後、明治天皇は横浜を
訪れ、政府が推進する「殖産興業」や「富国強兵」の場
面に立ち会った。本展では、宮内庁宮内公文書館所蔵
の各種史料から横浜の歴史を見るとともに、地域史
の視点から明治天皇の姿を追う

横浜市泉区民文化センター テアトルフォンテ
 ☎805-4000 C-⑯
万年筆らくがき講座作品展+サトウヒロシ作品展
12/8～11［休］無し［内容］12月4日開催の「さわっ
て万年描いていんくサトウ先生の万年筆らくがき講
座」参加者と講師の作品

横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場
 ☎771-1212 C-⑰
アミーゴ8人展
12/7～12［休］無し［内容］かつての職場仲間の集ま
り。写真・陶芸・絵画・切り絵・書・トールペイント等

横浜市磯子区民ホールギャラリー
 ☎750-2393 C-⑱
四季の会
11/30～12/5［休］無し［内容］絵画
彩の会
12/7～12［休］無し［内容］絵手紙
二水会
12/14～19［休］無し［内容］絵画
鎌倉彫・根岸教室
12/21～26［休］無し

横浜市岩間市民プラザ ☎337-0011 C-⑲
偕恵いわまワークス作品展-「模写」から生まれた私
の絵
12/2～15［休］12/12［内容］偕恵いわまワークス通
所者が描いた2017年カレンダーの原画展

や行
三溪園 ☎621-0635 C-⑩
第26回三溪園フォトコンテスト入賞作品展―季節
をたずねて
10/1～12/13［休］無し［内容］応募作品442点の中
から選ばれた力作46点
所蔵品展「晩秋」
11/17～12/13［休］無し［内容］三溪自筆の書画や
三溪が支援した近代作家の絵画等
所蔵品展「初春」
12/17～1/25［休］12/29～31［内容］三溪自筆の
書画や三溪園内古建築付属の障壁画等
開園110周年記念企画展「会所―三溪園の建物と花
―エバレット・ブラウン湿板光画展」
12/20～3/12［休］12/29～31［内容］日本の風景
や伝統文化・技術をテーマに、湿板という古い撮影技
法で制作活動を行っている作家による写真展

かわらべや絵界や 稲垣三郎展
12/12～17［休］無し［内容］墨絵
松下カツミ展
12/19～28［休］日曜［内容］絵画

クロス・パティオ 緑のギャラリー ☎223-2621 A-45 a2
アトリエ フラワーバスケット
11/30～12/4［休］無し［内容］パッチワーク。タペ
ストリー・ベッドカバー等30～50点

ゴールデンギャラリー ☎201-7118 A-47 b3
遊目展
12/9～14［休］無し
第34回ぴおシティ書道コンクール展
12/17～19［休］無し
第90回南門ミニ展
12/23～26［休］無し

さ行

仲通りギャラリー ☎211-1020 A-58 b3
佐藤光男展
11/28～12/3［休］無し ［内容］油彩・水彩
上田耕造展
12/5～11［休］無し ［内容］油彩・水彩
高村喜美子展
12/12～17［休］無し ［内容］油彩。静物・人物

日本郵船歴史博物館 ☎211-1923 A-59 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］氷川
丸が国の重要文化財に指定されたことを記念して、
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

ニュースパーク（日本新聞博物館） ☎661-2040 A-60 b4
こんな時代があった 報道写真「昭和8年」
10/1～12/25［休］月曜（祝日・振替休日の場合は次
の平日)［内容］昭和8（1933）年は、日本が国際連盟
を脱退し、欧州ではナチスが政権を握るなど、世界が
再びの大戦へと大きく舵を切った年であった。本展
では、古写真収集家の石黒敬章氏が所蔵する写真を
中心に、共同通信社のアーカイブ写真を交えて、当時
の世情を振り返る

爾麗美術 ☎222-4018 A-61 b4
能登茂行展
12/6～14［休］無し［内容］平面
喜多村 紀展
12/17～25［休］12/21［内容］立体・平面

な行

f.e.i art gallery ☎325-0081 A-67
蔵書票展 -Exlibris-
12/5～22［休］土曜・日曜［内容］蔵書票とは本の見
返し部分に貼り、その本の持ち主を明らかにするた
めの小紙片。国際的にはExlibris（エクスリブリス)
と呼ばれている。14名の作家によるグループ展

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA 
 ☎411-5031 A-68
アトリエ21 -100枚のクロッキー展
11/22～12/4［休］月曜［内容］アトリエ21を主宰す
る岡田高弘、上田耕造、広田稔の3氏によるグループ展

絵・本・展Vol.3　“本の世界へようこそ！“
12/10～23［休］月曜［内容］ 絵本や挿絵の原画・豆
本・手作り本・立体作品等

ブラフ18番館 ☎662-6318 A-71 c5
ほっとクリスマス展2016
12/21～24［休］無し［内容］作家30名によるクリ
スマス作品展

は行

鶴見画廊 ☎584-7208 B-⑮
6人展
11/28～12/4［休］無し［内容］6人の作家によるグ
ループ展
第3回鎌倉女学院卒業生による作品展
12/7～13［休］無し［内容］鎌倉女学院出身有志によ
るグループ展

東急百貨店たまプラーザ店 4階アートサロン
 ☎903-2441
谷垣博子 絵画展
12/1～7［休］無し［内容］人々の暮らしをテーマに
大胆な画面構成と豊かな色調で表現。約30点
近代作家 陶芸市
12/8～14［休］無し［内容］近・現代の有名作家、実
力作家の逸品を多数展示

君島龍輝 木版画展
12/15～21［休］無し［内容］下絵を描かずに直接彫
り上げて制作し、見る者に元気をもたらす作品。約
30点

た行

・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。

MORI MAKIKO アート展
12/14～19［休］無し［内容］絵画

ギャルリーパリ ☎664-3917 A-41 b4
森本利通 個展 12/1～10［休］日曜［内容］絵画


