横浜市吉野町市民プラザ
☎243-9261 C-㉕
第 61 回夢育会書道展
1/4〜9
［休］
無し
［内容］漢字、かな等による屏風・墨、
象、木彫による作品・手作りのパネルに仕立てた半紙
判小作品等。会員、公募による一般部、学生部の発表
横浜市歴史博物館
☎912-7777 B-㉔
企画展「津々浦々 百千舟―江戸時代横浜の海運」
1/28〜3/20［休］月曜（祝日の場合は開館、翌日休
館）
、年末年始［内容］幕末の開港に先立つ江戸時代
から横浜市域の湊には多くの船が姿をあらわし、全
国津々浦々と横浜を結んでいた。本展では江戸時代
の横浜をめぐる海運・水運の具体的な様子を、和船
模型のほか古写真・絵図・絵巻物・浮世絵・古文書な
ど数多くの資料により紹介

☎263-3055
横浜能楽堂
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］12/29〜1/3［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第 31 回道展
1/19〜24［休］無し［内容］道会主催の絵画展

横浜

や行

ギ ャ ラ リ ー

b3

め ぐ り

第60回記念 横浜書道連盟同人展
1/26〜31［休］無し
横浜美術館
☎221-0300 A- b2
篠山紀信展 写真力 THE PEOPLE by KISHIN
1/4〜2/28［休］木曜（1/5、2/23 を除く）
［内容］篠
山紀信（しのやま･きしん／1940 年〜）は、半世紀
以上の間、著名人のポートレイトやヌード、日本の
伝統文化などきわめて多岐にわたる写真を世に送り
出して来た。本展では著名人をはじめ、東日本大震
災 で 被 災 し た 人 々 の 写 真 を 含 め た 約 120 点 を
「GOD」
「STAR」
「SPECTACLE」
「BODY」
「ACCIDENTS」の 5 章に分けて紹介する

2017 年

《神奈川沖の和船》明治期／横浜開港資料館蔵

1

月号

横浜市民ギャラリーの収蔵作品を毎月紹介します

横浜髙島屋美術画廊
☎311-5111 A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
山田 伸展
1/11〜17［休］無し［内容］日本画

美空ひばり 1986 年

鈴木富雄 作陶展
1/11〜17［休］無し

横浜美術館コレクション展 2016 年度第 3 期 Ⅰ 昭和
の肖像―写真で辿る「昭和」の人と歴史 Ⅱ “マシン・
エイジ” の視覚革命 ‑ 両大戦間の写真と映像
1/4〜2/28［休］木曜（1/5、2/23 を除く）
［内容］同
時開催の企画展に合わせて、
「写真」に焦点をあてた
二つの特集展示。豊富な写真コレクションの中から
400 点を超える作品を一挙公開

池田清明展
1/18〜24［休］無し［内容］洋画
大西 醍 作陶展
1/18〜24［休］無し
安西 大展
1/25〜31［休］無し［内容］洋画
熊本義泰 作陶展
1/25〜31［休］無し
横浜都市発展記念館
☎663-2424 A- 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

師岡宏次
《午後の銀座裏七丁目金春通りにて（東京銀座シリーズ）
》
1937 年（昭和 12）師岡宏次氏寄贈

長宗希佳《称名寺を眺む》
1988 年／油彩、キャンバス／ 116.7×81.9cm

●ホームページで作品解説をご覧いただけます

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

素敵じゃありませんか。

☎315-2828 A-b2 ※会期・時間等は事前にご確認ください

1/10〜1/15
フォトʼ 17 合同写真展［3F/2F/1F/B1F］
［主催 ] フォト展実行委員会
［内容 ] 横浜市内を中心に神奈川 / 東京の 19 団体に
よる写真展
1/18〜1/23
横浜市立学校総合文化祭
小学校児童書写展・中学校書写展［3F/2F/1F/B1F］
［主催 ] 横浜市教育委員会事務局 指導部 指導企画課
［内容 ]800 本以上の仮巻。見事な横浜市立学校児童
生徒の書写の作品

1/25〜1/30
横浜市立学校総合文化祭
図画工作・美術・書道作品展［3F/2F/1F/B1F］
［主催 ] 横浜市教育委員会事務局 指導部 指導企画課
［内容 ] 横浜市立学校の児童生徒の 作品を一堂に集

「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。

めた合同の作品展

（掲載されている展覧会情報は 2016 年11 月15 日現在のものです。
）

1/31〜2/6
［2F］
第56回神奈川県高等学校定時制通信制生徒作品展
［主催 ] 神奈川県高等学校定通教育振興会
横浜彫塑研究会主催第5回テラコッタの会作品展［1F］
［主催 ] 横浜彫塑研究会［内容 ] テラコッタ粘土をひ
ねって作った素焼きの作品 30 点

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。

1〜3 月は写真展をクローズアップして
ご紹介します。ぜひお出かけください。
★この欄と同色のものが写真展です。

横浜をもっと楽しむ写真の国際イベント

「フォト・ヨコハマ2017（1〜3 月）」開催中

あ行
Art Araq Asia Gallery（AAA Gallery）

☎664-3907 A-① b5

鳥まみれ展
1/7〜13［休］1/10［内容］2017 年は酉年！愛すべ
き鳥たちの作品を一堂に会する展覧会
HANDMADE CIRCUS
1/14〜20［休］1/17［内容］ハンドメイド作家の手
作り雑貨とアート作品

前野めり 個展 ‑ ここからと、それまで drawing &
embroidery‑
1/14〜20［休］1/17［内容］下書きを行わず刺繍黒
糸を一本どりで刺繍した作品
ゴライマサキ 個展
1/14〜20［休］1/17［内容］普段の生活が明日にな
る。そして明日は今日になる。今日のために今日な
にをすべきか。できる限り近づける。昨日こうすれ
ばよかったなんて思わないように。明日できるもの
は今日でもできる。そんな展示
黒美 個展『孔雀の箱庭Ⅱ』
1/21〜27［休］1/24［内容］シャープペンシルで描
くモノクロ作品が中心。少年少女を描いてきたが今
回は、少年をより意識して描いた
真冬の怪談展
1/21〜27［休］1/24［内容］和部門･洋部門に分か
れて、お化け･妖怪・モンスター、どこか恐怖を感じ
るモチーフや雰囲気を自由に描く
かおかお企画『ネオンテトラのためいき展』
1/28〜2/3［休］1/31［内容］５名のアクセサリー
作家とイラスト作家による合同展。お互いのイラス
ト・アクセサリーをイメージした作品

art Truth
☎263-8663 A-⑥ b5
鳥展〜とってもトリビュート！〜
12/21〜1/9［休］12/27〜1/3［内 容］鳥 を モ チ ー
フにした絵画・立体作品

Art Gallery 山手
☎628-0267 A-④ b5
Pick up color 夢いろ展
1/19〜29［休］1/25［内容］横浜美術短期大学（現・
横浜美術大学）絵画コースを卒業後、作家活動する
6 名の「いろ」をテーマに毎年開催する作品展。油彩・
アクリル・ドローイング等

☎651-5471 A-㉑ b3

関内アートスクール作品展 パートⅠ
1/29〜2/4［休］無し
Gallery ARK
☎681-6520 A-㉕ c4
新春サムホール展
1/12〜21［休］1/15［内容］油彩

Black and white FantasyⅢ‑ 鉛筆画展 ‑
1/19〜29［休］火曜［内容］4 名の作家による鉛筆
画作品展

美斉津匠一展
1/26〜2/4［休］1/29［内容］ミクスドメディア

ATELIER K・ART SPACE
☎651-9037 A-⑩ c4
倉重光則展
1/14〜31［休］月曜［内容］インスタレーション・平
面・立体

ギャラリー伽羅
☎842-1428 C-⑦
手作りきゃら SHOP
1/7〜2/4［休］日曜、月曜［内容］着物リフォームの
服・バッグ・干支のお細工もの・アクセサリー・手編
み帽子・あみぐるみ・着物地はぎれ等

1010 美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑪ b4
井形錬太郎
1/14〜2/4［休］水曜［内容］木炭画
☎211-1101 A-⑭ b5

エリスマン邸
美術品修復展
1/4〜6［休］無し

新春いけばな展 〜文化庁伝統文化親子教室〜
1/8・9［休］無し
あかいくつバス写真展「巡る」
1/12〜17［休］無し
写真展
1/20〜22［休］無し
Photo Edition on 和紙
1/26〜2/3［休］無し［内容］写真
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（祝休日の場合は翌平日）
、
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

ギャラリーこやま
☎545-1105 B-⑦
新春〈絵＆書〉色紙作品展
1/11〜17［休］無し［内容］花・風景・干支と書の色
紙作品 20 点。太田秀雄・都守太朗・森重悦子・村井
勝岳・守屋柊雨 他
10 人の油絵展
1/21〜27［休］無し［内容］花・静物・風景。小澤せ
つ子・廿日岩桂子・森智枝ら10 名
ギャラリーダダ
日本画のすすめ展
1/3〜10［休］無し

☎461-1533

A-㉜

白南風の会展
1/11〜17［休］無し［内容］洋画仲間の年に一度の
小品展

神奈川県民ホールギャラリー ☎662-5901 A-⑱ b4
５ Rooms ‑ 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・齋藤陽道・丸山純子

西区文化祭「新春展」
1/24〜30［休］無し［内容］絵画・書道・生け花・写
真等

や行
山手 111 番館
陶芸月曜会作品展
1/13〜18［休］無し

《椿》

な行
仲通りギャラリー
☎211-1020 A- b3
2017 年新春プチパン展
1/10〜21［休］無し［内容］横浜開港アンデパンダ
ン展サインスポット展。3 号サイズの小品 120 点
木曜会展
1/23〜28［休］無し［内容］20 周年記念展
エバレット・ブラウン／2016 年
（いけばな：一松斎藤原素朝）

所蔵品展「早春」
1/27〜3/7［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
そごう美術館
☎465-5515 ALaLa40 周年記念原画展 美しい少女まんがの世界
11/23〜1/15［休］無し［内容］少女マンガ黄金時
代と呼ばれる 1970 年代に創刊され、数多くの人気
作家や作品を輩出した少女マンガ雑誌「LaLa」
。本展
では、時代をリードした代表的な少女まんが家を中
心に、
「LaLa」を彩った作家 62 名の原画約 290 点を
展示

橋本ひろみ 写真展
1/28〜2/12［休］2/1、8［内 容］フ ォ ト・ヨ コ ハ マ
2017 パートナーイベント参加

は行
f.e.i art gallery
☎325-0081 A深作秀春 出版受賞記念展
1/10〜2/3［休］土曜、日曜［内容］眼科医をつとめる
傍ら、多彩な活動をする FEI グループ統括理事・深作
秀春の集大成「深作秀春 画文集」の出版を記念して

ギャラリーミロ
☎251-5229 A-㊳ c3
二紀会神奈川支部員による小品展 〜1 月展〜
1/9〜15［休］無し［内容］油彩・水彩等

《夢判断、無意識下エゴとアニマ》2016 年／油彩

た行
鶴見画廊
☎584-7208 B-⑮
平野俊一展（in the garden）
1/12〜21［休］1/17［内容］日本画。たおやかな花
の風情を描写
東急百貨店たまプラーザ店 4 階アートサロン

かくかく展
1/30〜2/5［休］無 し［内 容］油 彩・パ ス テ ル 画。白
日会所属の作家によるグループ展
☎941-6169

© 成田美名子・津田雅美・緑川ゆき・葉鳥ビスコ／白泉社

B-⑪

ギャルリーパリ
☎664-3917 A-㊶ b4
第 16 回新春 21 世紀展
1/18〜31
［休］
日曜
［内容］
油彩・アクリル・平面・立体

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA

☎411-5031

第 21 回佐伯浩 油絵展
1/12〜18［休］無し［内容］ヨーロッパ各地を深み
のある美しい色彩で描く。新作を含む約 30 点
関口浩・岡部裕紀 日本画二人展
1/19〜25［休］無し［内容］新作を含む約 30 点

ま行
みつい画廊
☎261-3321（ハヤカワ画材店） A- c3
第 30 回グループʼ 88
1/8〜15［休］無し［内容］立体・水彩等。約 40 点
田島君枝 個展
1/16〜22［休］無し［内容］水彩。約 30 点

☎750-2393

C-⑱

キルトで憲法九条をつくる会
1/6〜11［休］無し［内容］パッチワーク・キルト
磯子写友会
1/13〜18［休］無し

アートフリースペース虹
1/20〜25［休］無し［内容］絵画（水彩・色えんぴつ）
磯子区文化協会手工芸部
1/27〜2/1［休］無し
横浜市岩間市民プラザ
☎337-0011 C-⑲
フェローアートギャラリー
1/20〜26［休］無し［内容］障がいのあるなしに関
わらず、アートを通して同じ地平で豊かな関係性を
築くことを目的とした横浜市民ギャラリーあざみ野
の「フェローアートギャラリー」の出張展示

郷右近健二「横浜百景」展
1/11〜16［休］無し［内容］絵画
石山修 友禅染展
1/11〜16［休］無し

☎682-2010 A-

フェルト画とパステル画展
1/5〜9［休］無し［内容］アンデルセン物語のフェル
ト画・絵本・わが家のねこの絵・マンガ
第 13 回キルトサークル「MINT」作品展
1/12〜16［休］無し［内容］ベットカバー・タペスト
リー・ミニキルト等
戸塚美術協会 スケッチ会作品展
1/17〜23［休］無し［内容］春秋のスケッチ会で描
いた作品を展示
第 21 回友美会絵画展
1/17〜23［休］
無し
［内容］
風景・静物・人物等約55点
いのちと宇宙の神秘 ‑ 磯野悦郎・中川正夫展 ‑
1/25〜30［休］無し［内容］3.11・熊本地震・いのち
と宇宙に思いを寄せるアート

渡辺光章 個展
1/30〜2/5［休］無し［内容］水彩。約 25 点
みなとみらいギャラリー
内山教室 日本画・水彩画展
1/4〜9［休］無し

山口俊郎《光綾のバラ》
180mm×180mm S0 号／キャンバス、油彩

A-

新春まんぷくお年賀展 2017
1/10〜29［休］月曜［内容］日本画・版画作家を中心
とした 27 名による、年賀状サイズのアート作品と、
それぞれの作家の通常作品を展示

☎903-2441

迎春お宝市
1/2〜11［休］無し［内容］日本画・油彩・版画等。約
100 点

岡部裕紀《春の声》
丸山純子《Highsealand》2013 年

横浜開港資料館
☎201-2100 A- 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

☎866-2501 C-㉓
第 13 回白水写生会絵画展
1/4〜9［休］無し［内容］泉区在住の同好会による横
浜湘南のスケッチ

「富士山」富士写撮会 写真展 29
1/10〜16［休］無し

田島愛及《ずっといてくれたら》油彩

b5

横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ

小さな小さな絵の展覧会
1/25〜31［休］無し［内容］油彩・水彩等

ギャラリー Lei OHANA
Mahalo 展
1/2・3［休］無し［内容］絵画

☎623-2957 A-

横浜市磯子区民ホールギャラリー

爾麗美術
☎222-4018 A- b4
高橋 晃 写真・映像展
1/7〜22［休］1/11、18［内容］フォト・ヨコハマ2017
パートナーイベント参加

早春のお花畑展
1/18〜24［休］無し［内容］水彩

春田景子展
1/23〜29［休］無し［内容］油彩・絵手紙・書

か行

聖ヨゼフ学園中学・高等学校 芸術展
1/18〜22［休］無し［内容］絵画・書道等

大竹山 規 油絵展
1/26〜2/1［休］無し［内容］静物・四季の花々等

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］湿板という古
い撮影技法で日本の風景を写し出すブラウン氏。い
けばなを設えた三溪園の建物をテーマとした写真展

色鉛筆画展
1/11〜17［休］無し

百葉展
1/16〜22［休］無し［内容］日本画家交流展

《ロマン・ロラン生誕 100 周年記念講演会にて》1966 年

さ行
三溪園
☎621-0635 C-⑩
所蔵品展「鐘氷る」
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

未来抽象巡回展
1/11〜16［休］無し［内容］抽象画作品グループ展

はっと 個展
1/28〜2/3［休］1/31［内容］イラスト
art gallery, on the wind
☎251-6937 A-③ c3
新春招福展 2017
1/14〜22［休］1/16〜20［内 容］新 春 を む か え 招
福の願いをこめた展覧会

ガレリア セルテ
永田芳郎 個展
1/22〜28［休］無し

a2

神奈川県立上矢部高等学校 美術陶芸コース 32 期卒
業制作展
1/31〜2/5［休］無し［内容］卒業する生徒が 3 年間
の集大成として制作した作品の展示
横浜市緑区民文化センターみどりアートパーク

☎986-2441 B-㉒
第十回みどりアートパーク寄席開催記念 山田雅子
写真展「高座の表情、高座の景色」
1/18〜22［休］無し［内容］高座写真や名場面の写
真を一挙公開。寄席文字書家、春亭右乃香による寄
席文字も展示

