横浜髙島屋美術画廊
☎311-5111
沢田光春展
7/26〜8/1［休］無し［内容］洋画
草木彫 川添日記展
7/26〜8/1［休］無し
茶道具奉仕会
8/2〜8［休］無し［内容］茶道
茶道具逸品会
8/2〜8［休］無し［内容］茶道
グループホライゾン
8/9〜15［休］無し［内容］日本画
山本雄次 作陶展
8/16〜22［休］無し
安富洋貴展
8/16〜22［休］無し［内容］洋画
大城真人展
8/23〜29［休］無し［内容］洋画
高山大 作陶展
8/23〜29［休］無し
林美枝子展
8/30〜9/5［休］無し［内容］日本画
細迫諭展
8/30〜9/5［休］無し［内容］洋画

A-

横浜人形の家
☎671-9361 A- b5
シュタイフアニマルワールド展 〜テディベアと旅
する世界の動物たち〜
7/22〜9/3［休］月曜（祝日の場合は翌平日）
［内容］
世界で初めてぬいぐるみを作ったシュタイフ社の精
巧な動物のぬいぐるみを多数展示
YOU♥RODY PARK
7/19〜8/31［休］月曜（祝日の場合は翌平日）
［内容］
イタリア生まれのおしゃれな乗用玩具ロディの展
示・体験

横浜

や行

ギ ャ ラ リ ー

め ぐ り

横浜美術館
☎221-0300 A- b2
ヨコハマトリエンナーレ 2017「島と星座とガラパ
ゴス」
8/4〜11/5［休］第 2・第 4 木曜［内容］現代アート

8

ら行
リーブギャラリー
☎253-7805 A23 回 彩友会展
8/28〜9/3［休］無し［内容］パステル画

b3

2017 年

わ行
YCC ヨコハマ創造都市センター ☎307-5305 A- b3
YCC Temporary 鬼頭健吾
8/4〜9/17［休］無し［内容］美術家 鬼頭健吾によ
るインスタレーション作品

月号

横浜市民ギャラリーの収蔵作品を毎月紹介します

横浜市民ギャラリーの

アトリエを

利用してみませんか

横浜市民ギャラリーの 4 階にアトリエがあるのをご存じですか。クロッキー
会や作品講評会など、皆さまの創作活動の場としてぜひご利用ください。

田中 岑《窓外風景 夜》
1988 年／油彩、キャンバス／ 74.0×91.5cm

●ホームページで作品解説をご覧いただけます

※室場内の見学もできます。詳しくはお問い合わせください。

横浜市民ギャラリー：045-315-2828
横浜には140あまりの画廊、展示施設があるのをご存知ですか ?
横浜市民ギャラリー展覧会情報

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

☎315-2828 A-b2 ※会期・時間等は事前にご確認ください

8/1〜7
第 20 回偶然展［2F］
［主催］グループ偶然［内容］洋画、日本画、版画、彫刻
等。計 20 名による約 40 点

8/17〜20
第 16 回かながわシニア美術展［B1F/1F/2F/3F］
［主催］神奈川県高齢福祉課［内容］日本画・洋画・彫
刻・工芸・書・写真

凹凸のある回転楕円体 40［B1F/1F］
［主催］凹凸のある回転楕円体 40［内容］美術の先端
とは？瞬いても 40 年、あぁ電線上のスルメイカよ

8/23〜28
第 66 回浜書展［B1F/1F/2F/3F］
［主催］横浜書道連盟［内容］第 66 回を迎える書道の
公募展。一般部・学生部約 400 点

8/8〜14
瓢蟲社同人写真展［3F］
［主催］瓢蟲社［内容］写真作家 14 人による集団個展
JPA 第 27 回ブルーベイヨコハマ展［2F］
［主催］一般社団法人 日本写真作家協会［内容］JPA
横浜市内の会員が中心の写真約 100 点

8/30〜9/4
第 55 回 全国公募日書家展［B1F/1F/2F/3F］
［主催］日本書道家連盟［内容］
「書道作品」漢字、かな、
少字数、篆刻作品 380 点

素敵じゃありませんか。
「横浜画廊散歩」は、情報をいただいた市内の画廊の展覧会スケジュール
を毎月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 2017 〜2018」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 2017〜2018」と連動しています。

あ行
Art Araq Asia Gallery（AAA Gallery）

☎664-3907 A-① b5

銀河鉄道の夜展
7/29〜8/11［休］火 曜［内 容］宮 沢 賢 治 の 名 作「銀
河鉄道の夜」の世界を１３名の作家が表現
ふじわらかこ個展『猫の尻尾がブンブンブン！』
8/12〜18［休］火曜［内容］さまざまな猫の表情を
描写。展示作品販売、イベント等
にゃんこ (=^･ω･^=) みゅうじあむ
8/12〜18［休］火曜［内容］ネコの魅力がギュギュっ
と詰まった展覧会
都市伝説展
8/19〜25［休］火曜［内容］都市伝説やこわい話、ふ
しぎな話にまつわる作品展
az 個展
8/19〜25［休］火曜［内容］イラストの個展
夏のしあわせコンポート
8/26〜9/1［休］火曜［内容］もりあいこ、ちょうの、
芦屋マキ、三人の作家による展示
みずおと個展『あおいろ世界』
8/26〜9/1［休］火曜［内容］青色を使った海の中に
いるような幻想的な絵画
art gallery, on the wind
☎251-6937 A-③ c3
宮澤賢治挿絵原画展
8/25〜27［休］無し［内容］121 年の時を超えて現
代の若い作家が描いた「銀河鉄道の夜」と「春と修
羅」のプリント・オン・デマンド書籍の挿絵原画展

art Truth
☎263-8663 A-⑥ b5
菊池咲 個展
8/2〜7［休］無し［内容］日本画で描く動物
版画 + プラス
8/23〜28［休］無し［内容］4 名の版画家による版
画作品と絵画立体作品展。井上厚、今村由男、永吉香
里、林孝彦、安井寿磨子
サカモトセイジ 個展
8/31〜9/10［休］火曜［内容］アクリル絵の具で描
くファンタジックな風景作品
岩崎ミュージアム・ギャラリー ☎623-2111 A-⑫ b5
MyteeSummit2017
7/20〜8/6［休］月曜［内容］ウォールペインター・
ロコサトシの展覧会
齋藤眞紀展 読めない絵本３
8/9〜27［休］月曜［内容］舞台美術、絵画、造形、版
画等、様々なジャンルで活動する作家の個展。期間
中にワークショップを開催
Sketch40% 展
8/29〜9/10［休］月曜［内容］横浜を中心に活動す
るスケッチ・グループによる展覧会
MZarts
☎315-2121 A-⑬ c3
「made in KOGANECHO at 黄金茶室」
8/4〜9/10［休］月曜、火曜、水曜、第 2 木曜［内容］
黄金町地区で活動する安部泰輔、井上絢子、中谷ミ
チコ、山本貴美子、吉本伊織他
☎211-1101 A-⑭ b5

エリスマン邸
高浪伸幸写真展
8/11〜13［休］無し

大佛次郎記念館
☎622-5002 A-⑮ b5
大佛次郎生誕 120 年記念 テーマ展示Ⅱ
「大佛次郎
と 501 匹の猫」
7/13〜11/12［休］月曜（祝日の場合は翌平日）
［内容］大佛次郎の文章とともに、大佛家の猫の写真
や当館が所蔵する 300 点以上の猫コレクションか
ら厳選して紹介

か行
門馬洋子《銀河鉄道の夜》2017 年／アクリル 148×210mm

Art Gallery 山手
☎628-0267 A-④ b5
第 10 回横浜山手の坂道と風景展 PART2
7/27〜8/6［休］無し［内容］國枝愛子、勝見ケイ、斎
藤理絵、鈴木麻美、藤本奈央、田代幸正、やまむらこ
あき
金工木工二人展（但馬 敦、轟 颯馬）
8/8〜13［休］無し［内容］ジュエリーや器からオブ
ジェまで幅広い金工作品と木工作品を展示

神奈川近代文学館
☎622-6666 A-⑯ b5
企画展「角野栄子『魔女の宅急便』展−魔女とおばけ
と−」
7/22〜9/24［休］月曜（9/18は開館）
［内容］
「魔女の
宅急便」
「小さなおばけ」シリーズを大きな軸として、
原稿や創作手帳、関連書簡、写真・原画等約350点

☎231-1662 A-⑤ b2

アートスペースイワブチ
夏生展 パート①
7/28〜8/3［休］無し［内容］6 月、7 月、8 月生まれ
の作家展。油彩、水彩、日本画等
夏生展 パート②
8/5〜11［休］無 し［内 容］6 月、7 月、8 月 生 ま れ の
作家展。油彩、水彩、日本画等
はまじゃん展
8/28〜9/3［休］無し［内容］よこはまだいすきな皆
さんの油彩、水彩、日本画等

☎201-7118 A-㉗ b3

ギャラリー守玄齋
第 38 回玄悠會展
8/3〜7［休］無し

ギャラリーダダ
☎461-1533 A-㉘
「彩の響宴」
7/26〜8/1［休］無し［内容］水彩を学ぶ女性による
初グループ展（高橋鈴子他）
河野悦子 水彩画展
7/26〜8/1［休］無し［内容］アートグルーで水彩画
を描く
100 匹のねこ展
8/2〜8［休］無し［内容］かわいい猫たち大集合
小柴英美子 水彩画展
8/2〜8［休］無し［内容］美しい国内外の風景画、静
物画
第 17 回アートフェスティバル
8/9〜15［休］無し［内容］絵を楽しむみなさんの公
募展、90 点展示
パソコンで描く水彩画展
8/16〜22［休］無し［内容］主宰 山田みち子
友軌展
8/23〜29［休］無し［内容］油絵教室の年に一度の
生徒展
大山久徳 油彩画展
8/30〜9/5［休］無し［内容］独特の作風で主に花を
描く
高根沢晋也 教室作品展
8/30〜9/5［休］無し

Gallery ARK
☎681-6520 A-㉓ c4
大野和之 陶芸展
8/31〜9/9［休］無し［内容］食器・花器等100 点前後
ギャラリーかれん
☎543-3577 B-⑤
おりじなる展
7/31〜8/5［休］無し［内容］横浜共生会・自主製品
の展示販売
写真と押し花展 ア ラ カルト 3
8/21〜26［休］無し［内容］荒川和彦、智子
ギャラリーこやま
☎545-1105 B-⑥
書と絵の小品と益子焼展
8/1〜7［休］無し［内容］村井勝岳、守屋柊雨（書）
、
重田和子（布絵）と益子焼

所蔵品展「初秋」
8/17〜9/27［休］無し［内容］三溪自筆の書画や三
溪園内古建築付属の障壁画を紹介
JICA 横浜 海外移住資料館
☎663-3257 A-㊺ a3
企画展示 写真展「ハワイ日系人の歩み」
6/24〜9/3［休］月曜［内容］ハワイに渡った初期の
日本人移民の暮らしや、第二次世界大戦中のハワイ
での生活等を紹介

た行
東急百貨店たまプラーザ店 4 階アートサロン

☎903-2441 B-⑮
ダニエル・ゲアハルツ展 〜感受性と感覚のアピー
ルと詩情〜
7/27〜8/2［休］無し［内容］美しい自然・風景の中
で育まれた情感に溢れる画風。現代のアメリカを代
表するアーティスト
〜愛知芸大卒業生による〜 絵の中の植物園
8/3〜9［休］無し［内容］日本画科卒業生 8 名による
花や樹等約 32 点。展示販売
服部憲幸 日本画展 〜山々のワンシーン〜
8/10〜16［休］無し［内容］日本美術院院友、第 2 回
個展
パトリック・ギシュトゥ絵画展
8/18〜23［休］無し［内容］油彩とアクリルの混合
技法で独特な画風を確立

阿部千鶴・菅かおる・志水堅二
〜新鋭実力派作家 3 人展〜
8/24〜30［休］無し

ギャラリーぴお B1
☎681-5122 A-㉛ b3
第 16 回 AKI 淡彩スケッチ展
7/27〜8/1［休］無 し［内 容］横 浜 の 風 景 他 80 名、
160 点のペン彩画展
ギャラリー Lei OHANA
☎941-6169 B-⑧
Mahalo 展
8/14〜16［休］無し［内容］絵画＆書道作品展
ギャルリーパリ
☎664-3917 A-㊲ b4
フランシス真悟「Interference : New Painting」
8/3〜19［休］8/13［内容］絵画
阪田清子「不確かな立ち位置の集合体」
8/25〜9/9［休］日曜［内容］
インスタレーション、
オブジェ

神奈川県立金沢文庫
☎701-9069 C-⑤
特別展 アンニョンハセヨ！ 元暁法師〜日本がみつ
めた新羅・高麗仏教〜
6/23〜8/20［休］月曜［内容］元暁法師の生誕1400
年にちなみ、日本が伝えてきた新羅・高麗仏教の真
髄を示す文化財を一堂に会した特別展
神奈川県立地球市民かながわプラザ（あーすぷらざ）
☎896-2121 C-⑥
第 19 回カナガワビエンナーレ国際児童画展
7/7〜8/20［休］月曜［内容］海外および神奈川県内
からの児童画公募展

但馬敦《Happy Delivery》925 銀、純銀、七宝、銅、真鍮

それぞれのアート展
8/21〜27［休］無し［内容］大坂忠治、鵜﨑英子、布
谷文明、長谷川雅子他。油彩、水彩、陶芸、アートペ
イント、マーケタリー等

阪田清子《ゆきかよう船》

ぎゃるりじん＆Chiyoʼ s
☎681-5900 A-㊳ c4
ルーカス・レドンド Lucas Redondo
8/15〜20［休］無し［内容］水彩
☎201-7118 A-㊷ b3

ゴールデンギャラリー
第 40 回 管城展
8/3〜7［休］無し
第 26 回グループ墨華
8/12〜14［休］無し

虹彩会 水彩画展 気の向くままに楽しんで
8/31〜9/5［休］無し

は行
f.e.i art gallery
☎325-0081 A涼を愛でる vol.4 −宴−後期 ( 酒器 )
7/24〜8/4［休］土曜・日曜・祝日［内容］ガラス・陶
芸作家 9 名による色鮮やかで涼しげな酒器・茶器・
豆皿作品。青木浩二・荒木桜子・安藤麻衣子・飯田浩
丈・小路口力恵・佐野猛・長峯香菜・山崎雄一
ヨシカワゴエモン スポンジオブジェ ‐アオイツキ‐
8/14〜31［休］土曜・日曜・祝日［内容］スポンジで
制作した海の生き物による空間構成をメインとした
展示
FEI ART MUSEUM YOKOHAMA

☎411-5031

A-

気配−けはひ−展
7/25〜8/6［休］月曜［内容］社会や日常に潜む気配
を 8 人の作家がとらえた作品展
けだものだもの
8/19〜31［休］月曜［内容］生き物をモチーフに作
家活動を行う 19 名の様々なジャンルのアーティス
トによるグループ展
ブラフ 18 番館
☎662-6318 Aスケッチブック展 in Yokohama
8/6〜13［休］水曜
こどものあとりえ展
8/25〜28［休］無し［内容］絵画展

c5

な行
日本郵船歴史博物館
☎211-1923 A- b3
ハマの石造りドック
〜横浜船渠（せんきょ）のひみつ〜
7/22〜10/15［休］月曜（休日の場合は翌日 ［
) 内容］
みなとヨコハマと共に発展した横浜船渠の生い立ち
を紹介
ニュースパーク（日本新聞博物館） ☎661-2040 A- b4
激動昭和の時代を駆け抜けた銀幕のスターたち
−ʻ生誕 100 年ʼ 写真家・早田雄二の世界−
7/1〜10/1［休］月曜（祝日・振替休日の場合は翌平
日）
［内容］映画雑誌「映画の友」
「映画ファン」の専
属カメラマン早田雄二が撮影したトップスターの写
真約 100 点を紹介
爾麗美術
☎222-4018 A- b4
爾麗美術展 II 写真と立体
7/1〜8/6［休］水曜［内容］写真：高橋晃、橋本浩美、
矢野信夫、港千尋、横山和江 立体：阿部守、シーリ
ア・ジェィムス、喜多村紀、鈴木淑子、山本治美、伊
藤久三郎、ロコ・サトシ

放送ライブラリー
☎222-2828 A- b4
TBS「世界遺産」放送 20 周年記念企画｢世界遺産｣20
年の旅 展
7/14〜9/10［休］月曜（祝日の場合は翌日 ［
) 内容］
番組 20 年の歩みを振り返り、世界遺産の魅力を伝
える

さ行
三溪園
☎621-0635 C-⑨
所蔵品展「盛夏」
7/6〜8/15［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を紹介
横山和江《談笑のひととき》

みつい画廊
☎261-3321（ハヤカワ画材店） A- c3
アトリエ吉田町 子供アートクラス展
8/4〜6［休］無し［内容］工作、デッサン、水彩画等
Y Bleu green Arts (Y 校 美術部・書道部 OB 会）
8/20〜26［休］無し［内容］書、絵画、デザイン、写真、
手芸等
平山礼子 個展
8/28〜9/3［休］無し［内容］水彩画約 30 点
みなとみらいギャラリー
☎682-2010 A- a2
西区文化祭「創作展」
8/1〜7［休］無し［内容］絵画、書道、生け花、フラワー
アレンジメント等
ハマぴかゴッホの夏休み 丹羽宏之作品展
8/8〜14［休］無し［内容］油彩画
softunion たびたびの旅−まちと自然を発見する−
8/8〜14［休］無し［内容］建築スケッチ・図面等
「日本の風景たち」安井明光 油彩展
8/15〜21［休］無し
LIZP 展 美憶のとびら
8/15〜21［休］無し［内容］革製ハンドバック及び
ＣＧ映像
日本報道連盟 神奈川支部展
8/22〜28［休］無し［内容］写真
第 1 回 NＨK 学園 四季の写真展
8/30〜9/4［休］無し

や行
山手 234 番館
☎625-9393 A横浜ばら会写真部 バラの写真展
7/27〜8/1［休］無し
山手歴史文化研究会
8/3〜8［休］無し
幸わせを呼ぶ筆文字 “幸書”「十重二十重」
8/11〜15［休］無し
吉澤秀子展 −" 日常と気配 "−
8/17〜22［休］無し［内容］絵画
山手と蓄音器
8/24〜29［休］無し

甲南大学 39 会 有志写真展
8/4〜7［休］無し
山の上ギャラリー
☎852-8855 C-⑫
特別企画 遺作展「石井康治の世界」
7/28〜9/10［休］月曜、火曜［内容］日本のガラス
アートの先駆者石井康治の没後 21 年、貴重な作品
を展示
横浜開港資料館
☎201-2100 A- b4
横浜の西洋人社会と日本人−異文化へのとまどい
7/20〜10/22［休］月曜（祝日の場合開館、翌日閉
館）
［内容］開港後の横浜における西洋人社会と、そ
の生活を通して彼らが描いた日本人像を紹介
横浜市岩間市民プラザ
☎337-0011 C-⑱
ぼくのわたしのお絵かきあそび！
8/17〜20［休］無し［内容］近隣保育園に通う児童
の「夏」をテーマにした作品展示
横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール

ま行

菅かおる《夏日遊泳》／ S3 号

山手 111 番館
☎623-2957 A- b5
遠藤あんり作品展
7/28〜8/2［休］無し［内容］色鉛筆原画・写真・小物

b5

☎511-5711 B-⑲
第 27 回 豊彩会展
8/6〜12［休］無し［内容］佐々木豊先生と人物を描
く仲間、油彩を中心に 100 号以下の作品。石黒幸子、
大井治余、大道鮎子他
レタス展
8/18〜22［休］無し［内容］レタスを元に写真・書道・
ダンス等の表現方法を探るグループ展。伊藤愛美、
大井佐知香、後藤梨里子、坂尾菜里、末永咲恵、吉岡
あやの

横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ

☎866-2501 C-㉒
平成 29 年度 横浜市立学校 総合文化祭 開催ポス
ター原画展
8/2〜7［休］無し［内容］児童・生徒による総合文化
祭開催ポスターのうち入選作品を展示
華麗実存―台湾新美術展
8/9〜14［休］無し［内容］台湾現代芸術を代表する
女性画家を中心に 37 名の油彩作品を展示
第 25 回 チャーチル会ヨコハマ 絵画展
8/15〜21［休］無し［内容］チャーチル会ヨコハマ
の会員による水彩、油彩などの作品展
第 24 回 フォトサークル・オーロラ 写真展
8/22〜28［休］無し［内容］写真仲間18名による展示
六恍ふぉとくらぶ 写真展
8/22〜28［休］無し
写真クラブ「どんぐり」第 20 回記念写真展
8/29〜9/4［休］無し［内容］写真仲間たちの成果を
発表
サンフォーカスʼ 94 第 20 回 写真展
8/29〜9/4［休］無し［内容］自分の視点で撮影した
作品の展示

横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-㉑
あざみ野こどもぎゃらりぃ 2017
7/28〜8/6［休］無し［内容］子どものための展覧
会。アニメーションのしくみ体験、子どもたちが撮
影した写真等の展示
ショーケースギャラリー 町田桂子展
7/15〜9/17［休］第 4 月曜［内容］自身の記憶やフ
ランスの生活で得たイメージの断片を作品化
横浜市歴史博物館
☎912-7777 B-㉒
丹波コレクションの世界Ⅱ 歴史 × 妖 × 芳年 “最後
の浮世絵師” が描いた江戸文化
7/29〜8/27［休］月曜 ( 祝日の場合は翌日）
［内容］
神奈川県立歴史博物館が所蔵する幕末〜明治に活躍
した浮世絵師・月岡芳年の浮世絵「丹波コレクショ
ン」の作品を紹介

