
や行

わ行

ら行

谷川晃一《森の記憶Ⅲ》
1991年／シルクスクリーン／ 54.9×81.9cm

●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2017年3月15日現在のものです。）　
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ギャラリー

横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ 
 ☎866-2501 C-㉓
戸塚文化協会「とつかの文化・芸術祭」展示会
5/25～28［休］無し［内容］華道（生け花）・書道（掛
軸）・陶芸・美術（絵画）
第四回フォトのぞみグループ写真展
5/30～6/5［休］無し
　横浜市歴史博物館 ☎912-7777 B-㉔
横浜の遺跡展「弥生人GO・濠・業！」
4/4～6/11［休］月曜［内容］弥生時代中期の横浜の
社会を、集落・墓をキーワードに描き出す
企画展「君も今日から考古学者！横浜発掘物語2017」
4/4～6/11［休］月曜［内容］考古学は、遺跡から見
つかる「モノ」を手がかりにして、過去のくらしを考
える学問。君も考古学者になって、横浜の昔を調べ
てみよう！
　横浜髙島屋美術画廊 ☎311-5111 A-83
髙島屋美術部創設110年記念
佐藤泰生展－透過する刻 花と人達－
4/26～5/2［休］無し［内容］油彩とガラス絵
中島健太展－PURE－
5/3～9［休］無し［内容］洋画
髙島屋美術部創設110年記念
新里明士 Luminescence…
5/3～9［休］無し
髙島屋美術部創設110年記念
襲名二十周年記念 加藤溪山 青瓷展
5/10～16［休］無し
技と和みの木彫展
5/10～16［休］無し
三代三ツ井為吉 作陶展
5/17～23［休］無し
須山昇華 茶陶展
5/17～23［休］無し
片桐聖子展
5/24～30［休］無し［内容］洋画
唐津・高麗 内村慎太郎 作陶展
5/24～30［休］無し
　横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A-87 b3
馬車道を描く日曜画家展 歴代金賞作品展
5/7～11［休］無し

横浜美術館 ☎221-0300 A-89 b2
横浜美術館コレクション展 「自然を映す」
3/25～6/25［休］木曜（5/4は開館）、5/8
［内容］今年度のコレクション展第1期は、企画展
「ファッションとアート 麗しき東西交流」に先駆け、
「第33回全国都市緑化よこはまフェア『歴史と未来
の横浜・花と緑の物語』」の開幕に合わせて、美術家
たちの自然観を窺い知る、花や緑をモチーフとした
作品を中心に紹介する。企画展と連動させた19～20
世紀の東西交流に関連する作品群も展示。また、写真
展示室では、写真の芸術性を確立しようとした「ピク
トリアリズム（絵画主義）」の表現に焦点を当てる
ファッションとアート 麗しき東西交流
4/15～6/25［休］木曜（5/4は開館）、5/8
［内容］19世紀後半から20世紀前半のファッショ
ンと美術に焦点を当て、横浜を一つの拠点とする東
西の文化交流が、人々の生活や美意識にどのような
影響を及ぼしたのかを紹介。横浜では初めての展示
となる京都服飾文化研究財団（KCI）所蔵のドレスや
服飾品約100点を中心に、国内外の美術館や個人が
所蔵する服飾品、工芸品、絵画、写真等計約200点
（会期中一部展示替え有り）

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
𠮷田玲子展
5/15～21［休］無し［内容］油彩　
ふくろうデッサン展
5/29～6/4［休］無し［内容］油彩・水彩

YCC ヨコハマ創造都市センター ☎307-5305 A-97 b3
YCC Temporary 大巻伸嗣
4/14～6/4［休］無し［内容］YCC Temporaryは、
「一組のアーティスト」に限定した個展形式。「ひと
つの空間」に「大型作品1点のみを展示」。第一弾は、
人間の知覚に訴えかけるダイナミックなインスタ
レーション等で広く知られる作家を紹介

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/

4/26～5/1
第59回 二科神奈川支部展［3F/2F/1F/B1F］
［主催］二科神奈川支部［内容］油彩画、大作中心に
170点展示。公募も同時展示（学生出品料無料）
5/3～5/8
第84回 県展(公募）［3F/2F/1F/B1F］
［主催］神奈川県美術家協会［内容］公募一般とメン
バーによる平面、工芸、写真、ジュニア、約600点
5/9～5/14
2017年横浜金沢写真連盟・横浜金沢観光協会合同
公募展［3F］
［主催］横浜金沢写真連盟［内容］「自由」と「金沢」2
部門の公募入選作品展。写真100点
第23回 時のかたち展［2F/1F］
［主催］時のかたち［内容］明日に向け、今の時を映し
出す平面、立体作品約100点を展示
5/16～5/22
第48回 彩象展［3F］
［主催］彩象美術協会［内容］日本画、洋画を公募、約
80点展示し、優秀作品には賞を授与する
第31回 爽風展［2FA］
［主催］爽風美術協会［内容］会員による油彩を主とし
た具象・抽象絵画約40点

第十四回神奈川・県民写真サークル合同展［2FB］
［主催］神奈川・県民写真サークル［内容］「わたしの
神奈川」及び自由額写真・手作り写真集の展示
5/24～5/29
第40回記念 ヨコハマ日曜画家展［3F/2F/1F/B1F］
［主催］特定非営利活動法人 横浜美術友の会
［内容］発表機会の少ない日曜画家のため40年前に
発足。今回は記念展
5/30～6/5
みずゑ展 公募第34回［3F］
［主催］爽蒼美術協会［内容］みずゑ協会員、公募者に
よる水彩・パステル画。100点を展示
あとれす展 2017［2FA］
［主催］絵画教室 あとれす横浜［内容］絵画教室あと
れす横浜会員による作品発表展。油彩・パステル等
小川勝久 フォトアートグループ展［1F］
［主催］小川勝久フォトアート［内容］「デジタルフォ
トアート」の自由な表現による創作品50点を展示
5/31～6/5
キルトサークル優 第3回パッチワーク作品展［2FB］
［主催］キルトサークル優［内容］皆で楽しみながら作
成したタペストリー～小物までの優しい作品

飯田髙島屋《室内着》1905（明治39）年頃
京都服飾文化研究財団蔵（操上和美撮影）
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《蝶紋紅紫切子大鉢》30cm×30cm×10cm

国宝《北条実時像》鎌倉時代／称名寺所蔵（金沢文庫保管）
※展示期間4/28～5/14、6/5～18

《仰臥漫録》から（虚子記念文学館蔵）

鮫島大輔《Blue Mountain》2016年
Oil on canvas ／ 91cm×91cm

野地美樹子《三春瀧桜》M10

Art Araq Asia Gallery（AAA Gallery）
 ☎664-3907 A-① b5
ニイミクミコ 個展【創造fantasìa】
4/29～5/5［休］5/2
すずきあやえ 個展
4/29～5/5［休］5/2［内容］絵画
なんつ 個展『心奥のチューリップ』
4/29～5/5［休］5/2［内容］原画・ドローイング・
ポストカード等
媚少年展
5/6～12［休］5/9［内容］ボーイズイラスト
はっとり♡かんな個展
5/6～12［休］5/9［内容］イラスト
ユーミ 個展『春酔いのネンネ』
5/6～12［休］5/9［内容］貴方の目線の先にいる女
の子を描きます
メカ展
5/13～19［休］5/16［内容］手のひらサイズから乗
れるような大型のものまで、メカの展示
エキスプレッションRGA & アトリエmimaRe展
5/13～19［休］5/16［内容］ヘアーショーの為に制
作した衣装等
七瀬孝・Polin. 二人展『－Hallucination of 3DCG.
－ 夢の残像』
5/20～26［休］5/23
6周年記念展～ホームタウン～
5/20～6/2［休］5/23、30［内容］ 誰にも思い浮か
ぶ懐かしくてあったかい「ホームタウン」の魅力を
集めた展覧会
三人展『柳緑花紅』
5/27～6/2［休］5/30［内容］三者三様の作品
むなかためい 個展
5/27～6/2［休］5/30［内容］イラスト
　art gallery, on the wind ☎251-6937 A-③ c3
ヨコハマ薔薇展2017
5/6～14［休］5/8～12［内容］若い女流作家が横浜
市の市花「薔薇」をテーマに描いた作品
　Art Gallery 山手 ☎628-0267 A-④ b5
第12回猫の展覧会
4/28～5/15［休］無し［内容］猫をモチーフにした
平面・立体作品
神尾清美 初夏のガラス展
5/25～30［休］無し［内容］吹きガラス・切子

1010美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑪ b4
松本健二 雪幻・雪景 2017
5/27～6/17［休］水曜［内容］写真
　馬の博物館 ☎662-7581 C-③
安野光雅の世界－歴史絵本に描かれた“名馬面(め
いばめん)”－
4/22～6/4［休］月曜［内容］安野光雅（あんの・み
つまさ／1926年～)は、世界的に活躍している画家・
絵本作家・装丁家・エッセイストで、2012（平成
24）年の文化功労者を受章。本展では、代表作のな
かで、多数の馬が登場する壮大な歴史絵本『繪本 平
家物語』、『繪本 三國志』、そして、馬に乗った旅人が
さまざまな国や地域を旅する『旅の絵本』の3シリー
ズから、50点の名場面（原画）を厳選し展示
　エリスマン邸 ☎211-1101 A-⑭ b5
ユーコープ労働組合 文化祭
5/2～6［休］無し［内容］油彩・写真等
おしゃれな花のちぎり絵
5/12～14［休］無し

ギャラリー伽羅 ☎842-1428 C-⑦
山里絵会展
5/9～14［休］無し［内容］水彩。7名の作品、約21点
ご近所のアーティスト展 vol.20
5/16～27［休］5/22［内容］木版画・水墨画・油彩・
色鉛筆画等。7名の作品、約21点
第26回大矢健 油彩風景画展
5/30～6/4［休］無し［内容］近隣・遠方、心にひび
いた場所。約20点
　ギャラリーこやま ☎545-1105 B-⑦
ギャラリーこやま＆つぎのカーブ ふたつのギャラ
リーによる作品交流展
5/21～27［休］無し［内容］両ギャラリーにゆかり
のある作家たちの作品。絵画・写真・版画等
　ギャラリーダダ ☎461-1533 A-32
木俣敏展
4/26～5/2［休］無し［内容］アジア各国の飛天をた
ずねて、他
伊藤百代 作品展
5/3～9［休］無し［内容］ちぎり絵・絵手紙等
田中喜芳 作品展
5/3～9［休］無し［内容］シャーロキアンの描くイギ
リス・横浜
植田穂積 作品展
5/10～16［休］無し［内容］紙の白の美しさ、ビネッ
ト水彩画
ホール史津子 作品展
5/10～16［休］無し［内容］パステル・油彩
10人10色の絵の具箱展
5/17～23［休］無し
華墨会作品展
5/24～30［休］無し［内容］水墨画で描く花
高宮あけみ 水彩画展
5/24～30［休］無し［内容］身の回りのちょっとし
た風景をきちんと描く
春崎幹太・陽子 水彩画展
5/31～6/6［休］無し［内容］福岡で活躍する夫婦の
作品
横瀬敬子 作品展
5/31～6/6［休］無し［内容］ボタニカルアート
　gallery fu ☎070-6429-8597 A-37 c5
海老塚耕一「にぎやかな身振り」－ドローイング－
4/29～5/21［休］月曜［内容］作品が生み出されて
いく躍動感を感じていただく
　ギャラリーミロ ☎251-5229 A-38 c3
川上四郎 個展
5/8～14［休］無し［内容］油彩
蒼秀会日本画展
5/15～21［休］無し［内容］ハマ展日本画部有志に
よるグループ展
ハンアリ展
5/22～28［休］無し［内容］済州島民族村のコリア
文化を描く崔賢徹の個展
　ギャラリー Lei OHANA ☎941-6169 B-⑪
Flower and Animal for the goddess of the 
sea いけばなと絵画
5/5～7［休］無し
　ギャルリーパリ ☎664-3917 A-41 b4
ティンガ・ティンガ原画展
4/28～5/7［休］無し［内容］アフリカンアート・雑貨

谷垣博子展
5/11～20［休］日曜［内容］絵画
ぎゃるりじん＆Chiyo’s ☎681-5900 A-43 c4
皮工芸（代）安藤
5/16～21［休］無し
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神奈川近代文学館 ☎622-6666 A-⑯ b5
特別展「生誕150年 正岡子規展－病牀六尺の宇宙」
3/25～5/21［休］月曜(5/1は開館)［内容］わずか
35年に満たない生涯のなかで、俳句、短歌の革新運
動を推し進め、写生文を提唱するなど、多岐にわたる
ジャンルで新時代の表現を追究した正岡子規（1867
～1902）。本展はその文学と生涯を振り返るととも
に、親友・夏目漱石をはじめ、子規に惹かれて集まっ
た多くの文学者との交流や、最期まで生きることを
楽しもうとした〈人間・子規〉の姿を紹介する

花の墨絵展 五十嵐正子 個展
5/15～18［休］無し［内容］水墨画
花の絵野の花会展
5/19～24［休］無し［内容］水彩
　大船美術画廊 ☎894-0491 C-④
田口弘勝展
5/1～9［休］無し［内容］心象絵画。F50号を中心に
約10点

企画展「生誕120年 宇野千代展－華麗なる女の物語」
5/27～7/17［休］月曜（7/17は開館)［内容］宇野千
代（1897～1996）は、その98年の生涯において、
創作のみならず、雑誌編集や着物のデザインなど多
彩な活動を行った。本展は、生誕120年を記念し、
宇野千代という比類ない女性の魅力と文学的業績を
紹介する

神奈川県立金沢文庫 ☎701-9069 C-⑤
特別展 国宝金沢文庫展～称名寺聖教・金沢文庫文
書国宝指定記念～
4/28～6/18［休］月曜［内容］平成28年８月、称名
寺に伝来し、金沢文庫が管理する総計２万点余りに
およぶ称名寺聖教・金沢文庫文書が一括して国宝に
指定された。これを記念し、金沢文庫に伝わる国宝
を中心として、代表的な資料を展示

カフェ・ギャラリーリンデン ☎532-5288 B-①
平川春草×You.uni 二人展「まほうつかいになるん
だぁ」
5/10～21［休］5/17［内容］パステル・水彩等
アリワークビーズ刺繍家の石川玲 作品展
5/26～6/4［休］5/29［内容］アクセサリー・バッグ等
　ギャラリーKAN ☎641-4751 A-㉘ c4
布あそび「着物をリメイクした洋服展」
5/30～6/4［休］無し［内容］ベスト・チュニック・
ワンピース・スカート等。130点

か行
山手234番館 ☎625-9393 A-75 b5
I Love Roses 2017
4/27～5/2［休］無し［内容］バラの写真
カトレア水彩画展
5/4～9［休］無し
第８回青葉いわね会 水彩画＆写真展
5/11～16［休］無し
MUK 写真展＋１
5/18～23［休］無し
　山手111番館 ☎623-2957 A-76 b5
ONO ASA展 第1歩
4/28～5/3［休］無し［内容］絵画
横浜開港資料館 ☎201-2100 A-78 b4
横浜・地図にない場所－消えたものから見えてくる、
ハマの近代
4/26～7/17［休］月曜（7/17は開館）［内容］幕末
から昭和期までの地図を中心に、新旧の地図を見く
らべながら、消えた場所や地名の消えた理由をさぐ
り、近代横浜の歩みをふりかえる
　横浜市旭区民文化センター サンハート
 ☎364-3810 C-⑮
第16回フォトクラブ昴写真展
4/25～5/1［休］無し
　横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場
 ☎771-1212 C-⑰
第13回磯子写友会定期写真展
5/24～30［休］無し［内容］会員および講師による
年1回の展覧会
　横浜市港南区民文化センター ひまわりの郷
 ☎848-0800 C-⑳
ステンドグラス作品展
4/28～5/3［休］無し［内容］アートグラス横浜・ス
テンドグラスランプ・パネルの展示
　横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール
 ☎511-5711 B-㉑
県立鶴見高校OB美術展
5/3～9［休］無し［内容］鈴木正機・林亘・谷合浩典
静和書道展
5/11～15［休］無し［内容］かな小字作品・大字かな
作品。有村晃堂・笠井華晃・近藤碧晃
和紙ちぎり絵作品展
5/18～23［休］無し［内容］和紙の持ち味を活かし
自由な題材で創作した作品。冨澤典江・井田晶子・
金子文子
第10回熊谷組悠友会横浜支部 悠友展
5/24～30［休］無し［内容］熊谷組OB及び縁故者
によるジャンルを問わない多岐に渡る展示会
　横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ 
 ☎866-2501 C-㉓
にちえ展　絵の愛好者による作品展
5/2～8［休］無し［内容］石塚三吾先生の指導による
水彩画
第30回いずみ画好会展
5/2～8［休］無し［内容］深谷小コミュニティで活動
するいずみ画好会の作品
第34回エターナル・アート・モザイク展
5/11～15［休］無し［内容］モザイク作品
森野はな 個展
5/16～22［休］無し［内容］油絵・水彩約50点
戸塚写想展示会
5/17～20［休］無し［内容］写真・油絵・鉛筆画・小物
第22回龍樹会・能の面展
5/21～23［休］無し［内容］能・狂言面

や行

三溪園 ☎621-0635 C-⑩
俳句展
3/16～5/24［休］無し［内容］投句箱に寄せられた
俳句の中から優秀作品を画とともに紹介
所蔵品展「初夏」
4/20～5/23［休］無し［内容］三溪自筆の書画や狩
野探幽の障壁画等
所蔵品展「夏」
5/25～7/4［休］無し［内容］三溪自筆の書画や中島
清之の障壁画等

伊藤久美子展
5/23～28［休］無し［内容］油彩
宇田幸二・真由美展
5/30～6/4［休］無し［内容］写真
　クロス・パティオ 緑のギャラリー ☎223-2621 A-45 a2
絵画三人展
4/27～5/3［休］無し［内容］水彩・ペン画・鉛筆画
50点
トルコ細密画展 10
5/5～7［休］無し［内容］25～30点

爾麗美術 ☎222-4018 A-61 b4
第12回春黒騎士展Ⅰ 安斎アヤ子展
4/22～5/2［休］無し
第12回春黒騎士展 Ⅱ
5/6～14［休］5/10［内容］安斎アヤ子・杉村倉太・
星野鐡之・野田洋介・永田晶彦・能登茂行・鈴木正道・
山本治美
爾麗美術小品展
5/20～6/4［休］5/24、31［内容］爾麗美術で作品
発表した作家の小品

PIECE OF 写真展 Vol.4
5/16～21［休］無し
たんぽぽ写友会写真展
5/23～29［休］無し
深雪アートフラワー展
5/24～29［休］無し
真澄展
5/24～29［休］無し［内容］書道
みんなでつくる海の写真展～伊豆海洋公園の海～vol.4
5/31～6/4［休］無し［内容］海中写真

岡田眞治 日本画展
5/18～24［休］無し［内容］取材をもとにヨーロッ
パ各地の街かど等を描いた作品
前田麻里 絵画展
5/25～31［休］無し［内容］忘れかけた大切なもの
を思い出させてくれるような心あたたまる画風

さ行

鶴見画廊 ☎584-7208 B-⑮
えみの会 四人展
5/10～15［休］無し［内容］パッチワーク・絵手紙・
色えんぴつ・書
ひかりの方へ 瀧ケ崎千鶴 日本画展
5/18～24［休］無し［内容］草花を描く
コスモス会展
5/31～6/5［休］無し［内容］油彩。鶴見在住の同好
メンバーのグループ展
　東急百貨店たまプラーザ店 4階アートサロン
 ☎903-2441
第9回掛川和彦 油絵展
4/27～5/3［休］無し［内容］深みのある色彩とデッ
サン力で高い評価を得る作家。銅版画作品も紹介
三浦賢一 油彩画展
5/4～10［休］無し［内容］ウィーン在住の画家。ヨー
ロッパの古都が持つ独特の雰囲気に満ちた静物画を
はじめ新作を含む約20点
東京藝大保存修復出身日本画家展 ～野地美樹子・
中村祐子・須藤和之3人展～
5/11～17［休］無し［内容］修復の技術を生かし、そ
れぞれの作家の感性が光る力作

た行

仲通りギャラリー ☎211-1020 A-58 b3
佐橋井久子と友人展
5/15～20［休］無し［内容］水彩・油彩・クロッキー・
コラージュ。35点
山本裕子展
5/22～27［休］無し［内容］平面・立体20点
　日本郵船歴史博物館 ☎211-1923 A-59 b3
日本が運んだニッポン～客船メニューのデザイン
4/22～7/17［休］月曜［内容］戦前、船で供された
食事のメニューは、写真や多色刷木版で彩られ、日
本の歴史・風俗・美術・年中行事や景勝地の風景が
表されていた。“メニュー”という“小さな船”に乗せ
られ世界に運ばれたニッポンを紹介

な行

は行

みつい画廊 ☎261-3321（ハヤカワ画材店） A-73 c3
第60回互人会展
5/8～14［休］無し［内容］油彩・水彩等。約45点
第22回練の会展
5/15～21［休］無し［内容］油彩・水彩等。約45点
海藤純子 旅の絵展－ニューオリンズを中心に－
5/22～28［休］無し［内容］ニューオリンズ風景等。
約30点。水彩等
遇縁ありて 土田陽 遺作展
5/29～6/4［休］無し［内容］油彩・水彩・工芸作品等。
約45点
　みなとみらいギャラリー ☎682-2010 A-74 a2
港横濱辰己組 きり絵展
4/25～5/1［休］無し
華麗なる帆船模型～白井一信展～
4/25～5/1［休］無し
創雅書道展
5/2～8［休］無し
阿部弘太郎 作品展
5/3～8［休］無し［内容］ヒーリングアート
Computer Graphics Garden
5/9～15［休］無し［内容］CG作品

ま行

・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。

万国橋ギャラリー ☎201-8103 A-65 b3
昌寛の個展
5/3～8［休］無し［内容］陶芸・絵画・般若心経と地
蔵様
　f.e.i art gallery ☎325-0081 A-67
儚花
5/8～26［休］土曜、日曜［内容］日本画・版画等、様々
な技法で制作された作品。花を通してみえてくる作
家の世界を提示。渥見芽以・岩井尚子・須田真由美・
廣瀬理紗
　FEI ART MUSEUM YOKOHAMA 
 ☎411-5031 A-68
鮫島大輔 個展「Stray Goats」
5/9～28［休］月曜［内容］実際に使われていた古い
ネオンサインに風景を描く「RECORDS」シリーズ
等、平面作品を中心に約25点

FUJIMURA CONTEMPORARY ART. 
 ☎641-3070 A-70 b5
「色えんぴつ工房 ひろひこ」展
5/12～28［休］5/15、16、22、23［内容］色えんぴ
つ画。犬や猫のペット同伴可
　ブラフ18番館 ☎662-6318 A-71 c5
手作り絵本展
5/2～7［休］無し［内容］絵本とイラスト
ハーダンガー刺繍作品展
5/15～18［休］無し
マーケタリー作品展
5/20～23［休］無し［内容］額の作品（教室の展示会）


