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小作青史《夕暮れの牧場（こどもの国）》
1988年／リトグラフ／ 71.7×61.2 ㎝

●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12月15日現在のものです。）　
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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）
［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・古写真・絵図・
絵巻物・浮世絵・古文書など数多くの資料から紹介
　横浜髙島屋美術画廊 ☎311-5111 A-83
永山裕子 水彩画展
2/1～7［休］無し
宮尾昌弘 作陶展
2/1～7［休］無し
「Re：工芸」展
2/8～14［休］無し
益田芳樹 木彫展
2/8～14［休］無し
金森宰司展
2/15～21［休］無し［内容］洋画
小畑祐司 作陶展
2/15～21［休］無し
山岸大成 作陶展
2/22～28［休］無し
風が紡ぐもの 加藤茂外次展
2/22～28［休］無し［内容］洋画
　横浜美術館 ☎221-0300 A-89 b2
篠山紀信展 写真力　THE PEOPLE by KISHIN 
1/4～2/28［休］木曜（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と自然、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130点を「GOD」
「STAR」「SPECTACLE」「BODY」「ACCIDENTS」の5
章に分けて紹介する

横浜美術館コレクション展 2016年度第3期
1/4～2/28［休］木曜（2/23を除く）［内容］同時期
開催の「篠山紀信展」に合わせた、「写真」に焦点をあ
てた特集展示。今回は「昭和の肖像」と「“マシン・エ
イジ”の視覚革命」と題した二つの特集展示によっ
て、当館の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する
　New Artist Picks　和田淳展｜私の沼
2/3～28［休］木曜（2/23を除く）［内容］将来活躍
が期待される若手作家を紹介する「New Artist 
Picks (NAP)」シリーズ。今年はアニメーション作
家・和田淳（わだ・あつし／ 1980年生まれ）の個展
を開催。公立美術館での初めての個展となるこの展
覧会では、複数の画面で構成される新作映像インス
タレーションを発表。美術館の空間で立体的に展開
する、新たな「和田ワールド」の作品を紹介する

横浜美術大学 大学ギャラリー ☎963-4066 B-㉕
平成28年度横浜美術大学卒業制作展
2/16～19［休］無し

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
上原収二 新春水彩画展
1/23～2/19［休］水曜［内容］ルース・スタイル水
彩画ですべてを描く
Welcome 2017 吉田町展
2/27～3/5［休］無し

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/

2/21～2/27
横浜国立大学 教育人間科学部美術科
卒業制作展 ［3FB］　
［主催］横浜国立大学教育人間科学部美術科専攻
［内容］横浜国立大学教育人間科学部美術科専攻平
成28年度卒業制作品
横浜国立大学教育人間科学部
書道ゼミ卒業制作展 ［2FA］
［主催］横浜国立大学教育人間科学部書道ゼミ
［内容］横浜国立大学書道ゼミ学生による臨書と創
作の卒業制作約20点
日本丸洋画同好会 第8回作品展 ［2FB］
［主催］日本丸洋画同好会［内容］会員が歩んだ足跡
を水彩、油彩、パステル画約60点により披露
2/28～3/6
燎の会展 ［3FA］
［主催］燎の会［内容］独立展出品者による100～
130号の平面作品。20点
第19回 神奈川書友展 ［3FB］
［主催］神奈川書友くらぶ［内容］漢字・かな・新和様・
写経等の書作品、大小約90点
美の精鋭たち 2017 ［B1F］
［主催］美の精鋭たち［内容］ジャンルにとらわれな
い抽象アートの意図を問いかける展覧会

1/31～2/6
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
2/1～2/6
第56回神奈川県高等学校定時制通信制生徒作品展［2F］
［主催］神奈川県高等学校定通教育振興会
2/8～2/13
第39回 日月書道展（公募） ［3F/2F/1F/B1F］
［主催］日月書道会［内容］伝統ある漢字かなの大作
細字ペン字作品と、学生の力作400点
2/14～2/19
東海大学写真部 校外展 ［3FA］
［主催］東海大学文化部連合会写真部［内容］東海大
学の学生による写真展
欅会［3FB］
［主催］欅会［内容］佐々木雄子絵画教室の油彩画の
展示
第37回公募静雅書展 ［2F］
［主催］静雅書道会［内容］書作品（漢字、かな、近代
詩文書、少字数）約140点
2/15～2/26
フォト・ヨコハマ プレゼンツ 写真展「MAGNUM 
CINEMA & 映画の中のヨコハマ」 ［1F/B1F］
［主催］フォト・ヨコハマ実行委員会［内容］ヘップバー
ンから裕次郎まで初公開作品を含む洋邦名画の裏側
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新井卓《2014年3月23日、比治山公園より西北西に
見かけの高度570mの太陽、広島（「EXPOSED IN A

HUNDRED SUNS/百の太陽に灼かれて」シリーズより）》
2014年／ダゲレオタイプ

©Mitsuaki Iwago

《木製多宝塔》（重要文化財）　宝徳2年（1450）

田渕俊夫《飛鳥川心象 春萠ゆ》

鏑木清方画木版口絵《都鳥》
楠山永雄コレクション（神奈川県立金沢文庫写真提供）

朝倉摂《コスモス》

ムレット《サクラダファミリア》コラージュ　

《人物》ドローイング／岩絵の具、顔料、混合技法

Art Araq Asia Gallery（AAA Gallery）
 ☎664-3907 A-① b5
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 山手 ☎628-0267 A-④ b5
第8回猫・ねこ写真展 PART1
2/9～19［休］無し［内容］出展者：荒木絢子・漆山
俊樹・阪口智聡・笹原文子・島村恵美・新谷祐樹・先
崎多栄子・三谷育生・やすえひでのり
　第8回猫・ねこ写真展 PART2
2/23～3/5［休］無し［内容］出展者：大塚義孝・大
森裕・勝見里奈・楞野明弘・Kiyochan・齋藤達也・
星野俊光・矢部一樹
　art Truth ☎263-8663 A-⑥ b5
如月愛 個展
2/1～6［休］無し［内容］アクリル・油彩の抽象画
瀧田さりな Candle展
2/9～19［休］火曜［内容］アーティスティックな 
キャンドル作品
Vojkan Morar Oil painting exhibition̶セルビ
アの画家̶
2/22～27［休］無し［内容］有名なナイーブアーティ
ストのお母さんの作品も展示
　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
姚小全 個展 -Kanji in Line-
2/25～3/12［休］水曜［内容］書
　馬の博物館 ☎662-7581 C-③
テーマ展「物語の中の馬」「競馬レトロポスター展」
12/10～2/19［休］月曜［内容］馬の博物館所蔵資
料の中から、物語があらわされた美術作品を紹介。
また、現在の中央競馬の前身となる「国営競馬」時代
のポスターを中心に紹介
　エリスマン邸 ☎211-1101 A-⑭ b5
Photo Edition on 和紙
1/26～2/3［休］無し［内容］写真
横浜マイスター ～ハマを彩る匠の技～展
2/20～23［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(祝休日の場合は翌平日)
［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
椋の会・2月展
2/1～7［休］無し［内容］水彩（掛川ふじ）・七宝絵（島
崎まり）
開廊35周年記念展
2/12～22［休］2/18［内容］油彩・水彩・墨絵・墨画・
陶芸（萩焼・益子焼等）
　ギャラリーぴお B1 ☎681-5122 A-35 b3
第24回神奈川県代表書家展 併催 第9回次代を担
う新進作家展
2/16～22［休］無し［内容］神奈川県を代表する書
家による会派を超えた新春慶祝の展覧会
第36回カルデラ展
2/23～28［休］無し［内容］油彩。朝日カルチャーセ
ンター横浜で寺島穰先生の指導を受けたメンバーの
グループ展
　ギャラリーミロ ☎251-5229 A-38 c3
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
冬の紀行
2/6～19［休］無し［内容］アトリエ21（上田耕造・
岡田高弘・広田稔）の三人展。油彩・水彩・デッサン
Welcome 吉田町展
2/27～3/5［休］無し［内容］恒例の吉田町三画廊に
よる共同展。油彩・水彩等
　ギャルリーパリ ☎664-3917 A-41 b4
市松人形 朋展
2/11～18［休］無し
すべては猫のためにvol.7
2/21～28［休］無し［内容］平面・立体

あ行 神奈川県立金沢文庫 ☎701-9069 C-⑤
特別展 愛された金沢八景-楠山永雄コレクション
の全貌-
2/10～4/23［休］月曜(3/20は開館)、3/21［内容］
金沢八景やゆかりの資料を収集した故・楠山永雄氏
のコレクションが金沢文庫に寄贈されることを記念
し、その全貌を紹介。江戸時代から昭和にかけての
金沢八景や金沢周辺の姿をたどる

特別公開 本多錦吉郎の幻の水彩画
2/10～4/23［休］月曜(3/20は開館)、3/21［内容］
昨年、金沢文庫で所蔵していることが明らかとなっ
た、日本画の先覚者・本多錦吉郎の作品を公開
　神奈川県立地球市民かながわプラザ
 ☎896-2121 C-⑥
企画展 Caohagan̶世界で一番暮らしたい「しあ
わせの島」 
1/28～3/20［休］月曜（月曜が祝日の場合は開館）［内
容］フィリピン・カオハガン島をテーマにした企画展。
写真家・熊切圭介が撮影した写真約60点、島民のカオ
ハガン・キルト約30点を展示。島を購入した日本人・
崎山克彦が島民と歩んできた25年間、現在の暮らし
と課題、そして未来への展望を合わせて紹介する
　県民が見た世界遺産写真展
2/4～3/26［休］月曜（月曜が祝日の場合は開館）［内容］
2016年度実施の写真コンテスト応募作品から、神奈川
県民が国内外で撮影した世界遺産の作品を、「世界遺産
と川柳」「世界遺産と人間」のテーマのもと、展示する
　カフェ・ギャラリーリンデン ☎532-5288 B-①
堂本ひまり写真展「ラムネ時間」
2/1～3/5［休］月曜、火曜［内容］すぐ消えていって
しまうような、ささやかな時間を切り撮った写真
（フォトヨコハマ2017参加）
　ガレリア セルテ ☎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
関内アートスクール作品展 パートⅡ
2/5～11［休］無し
アーネストクラブ 第11回サンデー会展
2/12～18［休］無し
丸山一男・玲子二人展 絵画と彫刻 2/20～26［休］無し
　Gallery ARK ☎681-6520 A-㉕ c4
美斉津匠一展
1/26～2/4［休］1/29［内容］ミクスドメディア
　ギャラリーKAN ☎641-4751 A-㉘ c4
江戸ちりめんの押し絵展
2/21～3/5［休］2/27［内容］羽子板・くま手・お雛
様・額に入った作品。江戸の末期から明治の初期の
ちりめんを使用。約40点
　ギャラリー伽羅 ☎842-1428 C-⑦
手作りきゃらSHOP
1/31～2/28［休］日曜、月曜、祝日［内容］着物・帯
のリフォームの服・バッグ・小物・編みぐるみ・アク
セサリー・着物地はぎれ等
特定非営利活動法人 F&H 20周年記念パネル展
2/25［休］無し［内容］社会人になった卒業生40名
の活動紹介や作品を展示
　

神奈川近代文学館 ☎622-6666 A-⑯ b5
企画展・収蔵コレクション展16「全身小説家・井上
光晴展」 
1/28～3/20［休］月曜(3/20は開館)［内容］井上光
晴（1926－1992）は、福岡県の久留米生まれ。戦時
下の純心な皇国少年から、敗戦後の日本共産党への
入党を経て作家活動に入った。以後虚実を巧みに織
りまぜた独自の作品世界を築き、社会、時代の暗部
に鋭く斬り込んだ小説を数多く執筆した。癌に倒れ
た最期の瞬間まで小説家であり続けようとしたその
作家人生は、生き方全てが小説を書くことと一体化
していた。本展では、遺族から寄贈された収蔵コレ
クションを中心に、全身小説家・井上光晴の生涯と
作品を紹介する 

か行

山手234番館 ☎625-9393 A-75 b5
理系じいさん達の絵画展
2/2～7［休］無し
「劇団白ネコ」が紹介する童話の世界
2/17～26［休］2/22
小林みのる 写真展 おはよう、横浜。～港の見える丘
の朝～
2/23～28［休］無し
　山手111番館 ☎623-2957 A-76 b5
光とガラスのエレガンス2017春
2/24～27［休］無し
　横浜開港資料館 ☎201-2100 A-78 b4
横浜開港資料館開館35周年記念 時を超えて・ハマ
の史跡の物語
2/1～4/23［休］月曜(3/20は開館)、3/21［内容］
昭和初頭、横浜市が郷土史家の協力を得て初めて史
跡の選定を行なった。本展示では、横浜市の史跡選
定の歴史を、当館が所蔵する郷土史家関係資料を中
心にたどる
　横浜市旭区民文化センター サンハート
 ☎364-3810 C-⑮
旭友展（旭美術友の会）
1/31～2/6［休］無し
　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3回泉区美術会会員展
2/7～13［休］無し［内容］泉区美術会会員の小品展
ひよこビーズ教室 作品展
2/17～19［休］無し［内容］色々な技法でのビーズ
ジュエリー作品。簡単な体験コーナーも開催

や行

第15回こもれび水彩画展
2/22～27［休］無し［内容］絵画教室「こもれび」に
集う絵の仲間たちの作品展
　横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場
 ☎771-1212 C-⑰
小澤こう 写真展 磯子写友会月例作品から「カラー表
現のいま」 併催 越智祥之 写真展 越智祥之FinalShot
2/16～21［休］無し［内容］主にモノクロ作品をカ
ラーで表現した
　横浜市磯子区民ホールギャラリー
 ☎750-2393 C-⑱
磯子区文化協会手工芸部
1/27～2/1［休］無し
遊友会
2/3～8［休］無し［内容］絵画
磯子区小・中学校個別支援学級
2/10～15［休］無し［内容］工作
聖会
2/17～22［休］無し［内容］絵画
浜彫面友会
2/24～3/1［休］無し［内容］彫刻
　横浜市岩間市民プラザ ☎337-0011 C-⑲
横浜山岳協会 スケッチ作品展
2/21～27［休］無し［内容］山好きな人たちが描い
た山の風景
　横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール
 ☎511-5711 B-㉑
第6回サルビアこども絵画展
2/4～13［休］無し［内容］鶴見区の子どもたちから
募集した絵の展示。12日11:00～11:30に特別イ
ベント「紙芝居がやってくる」を開催
第13回たぶろう横浜展
2/16～21［休］無し［内容］6号から20号までの油
彩・水彩。風景・静物・人物等。 澤田一彦・大崎美津子・
金子紘
　横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ 
 ☎866-2501 C-㉓
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］生徒が3年間の集大成
として制作した作品の展示
みんなの写真展
2/7～13［休］無し
パンフラワー工房・MAri作品展
2/16～19［休］無し［内容］樹脂粘土で生花の様な
命の息吹が感じられる作品
第2回四季彩の会・絵画展～水彩風景画・平澤薫教
室展～
2/21～27［休］無し
　横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-㉓
あざみ野フォト・アニュアル 新井卓展＋横浜市所
蔵カメラ・写真コレクション展
1/28～2/26［休］無し［内容］現代の写真表現を展
覧する企画展と横浜市所蔵カメラ・写真コレクショ
ン展を同時開催。企画展では、写真史最初期の技法、
ダゲレオタイプを使って制作する現在注目の写真
家、新井卓の個展を開催。コレクション展では「写真
―時間の位相」と題し、カメラと写真、関連機材等を
通じて写真と時間の関係を探る

横浜市吉野町市民プラザ ☎243-9261 C-㉕
横浜清陵総合高校写真部 丘の上写真展2017
2/8～13［休］無し［内容］横浜清陵高校写真部3回
目の写真展。新羽高校写真部と合同で風景・ポート
レート・学校生活等、半切サイズの作品を展示

三溪園 ☎621-0635 C-⑩
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］無し［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

さ行

爾麗美術 ☎222-4018 A-61 b4
橋本浩美 写真展
1/28～2/12［休］2/1、8［内容］Sweet home Yokota 
Base。フォト・ヨコハマ2017 パートナーイベント参加
　横山和江 写真展　
2/18～3/5［休］2/22、3/1［内容］横浜中華街の人々。
フォト・ヨコハマ2017 パートナーイベント参加

久木朋子 木版画展
2/23～3/1［休］無し［内容］手刷りで版を重ねて、1
枚の作品を作り上げる多色刷り木版画。新作を含む
約30点

な行

f.e.i art gallery ☎325-0081 A-67
深作秀春 出版受賞記念展
1/10～2/3［休］土曜、日曜、祝日［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
　田尾憲司 ドローイング展
2/13～3/3［休］土曜、日曜、祝日［内容］岩絵具と金属
泥や箔を使い、動植物をモチーフに古い水墨画の風合
いを表現する作家のドローイングと本画を展示

放送ライブラリー ☎222-2828 A-72 b4
写真展「岩合光昭の世界ネコ歩き」
12/15～2/12［休］月曜(祝日の場合は開館、翌日
休)［内容］写真家・岩合光昭氏がNHK BSプレミア
ムで放送中の番組のロケと並行して撮影した、ヨー
ロッパ、アフリカ、アメリカ、アジアなど世界15地
域で出会ったネコたちの写真作品185点を展示

は行

みつい画廊 ☎261-3321（ハヤカワ画材店） A-73 c3
渡辺光章展̶サントリーニ̶光・白・街
1/30～2/5［休］無し［内容］水彩。約20点
第38回如月展
2/6～12［休］無し［内容］絵画・彫塑・工芸・写真等
アンデパンダン プレ展／みつい画廊展
2/20～26［休］無し［内容］油彩・水彩等
Welcome 吉田町展
2/27～3/5［休］無し［内容］油彩・水彩等。ギャラ
リーミロ、リーブギャラリー、みつい画廊の合同展
　みなとみらいギャラリー ☎682-2010 A-74 a2
青門書道展
2/1～6［休］無し
石にゃんこ と ふわふわにゃんこ
2/7～13［休］無し［内容］石彫とフェルト作品
富士山 第4回フォトコンテスト入賞作品展
2/14～20［休］無し［内容］写真
アンのハワイアンキルト展示会
2/15～19［休］無し
公益社団法人 日本広告写真家協会（APA）写真展
2/23～26［休］2/25
　第16回フォトクラブ・アルクメデス展
2/28～3/6［休］無し［内容］写真

ま行

鶴見画廊 ☎584-7208 B-⑮
第二十回路の会展
2/2～11［休］2/7［内容］五人の作家によるグループ
展。浅野康則・木村優博・林奈保美・本田次郎・前川隆敏
Smile.Smile 2人展
2/17～19［休］無し［内容］絵画教室「グリーンアッ
プル」の生徒有志による作品展
　東急百貨店たまプラーザ店 4階アートサロン
 ☎903-2441
大竹山 規 油絵展
1/26～2/1［休］無し［内容］静物・四季の花々等
宮本晄・中村妃佐子二人展
2/2～2/8［休］無し［内容］金沢市立美術工芸大学
の同窓生による二人展。九谷焼で花鳥風月をテーマ
に作陶する宮本晄と、花と動物をテーマに日本画を
描く中村妃佐子。新作を含む約30点
～おしゃべりな時間～ くぼ田木蓮展
2/9～2/15［休］無し［内容］作家自身が育てた花々
をモチーフに描いた作品。新作を含む約30点。似顔
絵ライブイベントも開催
～歴史と伝統の流れを今日に～現代スペイン絵画展
2/17～2/22［休］無し［内容］独自の文化と地域性を
持つカタルニア地方のバルセロナより、現在活躍中
の人気作家の秀作約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。

所蔵品展
1/27～3/7［休］無し［内容］早春をテーマに三溪自
筆の書画や三溪が支援した近代作家の絵画等を展示

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

そごう美術館 ☎465-5515 A-55
再興第101回院展
2/4～21［休］無し［内容］日本画における自由研究
の中心的存在、日本美術院による公募展。本展では、
同人作家作品31点をはじめ、受賞作品および神奈
川県出身・在住作家など、総計89点を展覧


