横浜

ら行
リーブギャラリー
☎253-7805 A- b3
小澤淳展
11/27〜12/3［休］無し［内容］水彩
三人展 元気な 230 歳
12/4〜10［休］無 し［内 容］油 彩、水 彩（柳 田 勇、服
部範二、宮崎伸一）
メリークリスマス展
12/11〜17［休］無し［内容］創作人形、皮製品、ア
クセサリー

ギ ャ ラ リ ー

め ぐ り

わ行
YCC ヨコハマ創造都市センター ☎307-5305 AYCC Gallery ユ・ソラ
11/10〜12/26［休］無し

横浜市民ギャラリー展覧会情報
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☎315-2828 A-b2 ※会期・時間等は事前にご確認ください

11/28〜12/3
第 48 回公募 文化書道神奈川県連合会 書道展［2F］
［主催］文化書道神奈川県連合会［内容］文化書道会
員とその生徒及び一般公募の書道作品、200 点
11/28〜12/4
全展 '17 第 38 回神奈川展［3FB］
［主催］全日本美術協会［内容］公募団体全展神奈川
会員を中心に日本画・洋画・写真 60 点
第 43 回ハマグルッペ展［1F］
［主催］ハマグルッペ［内容］写真・篆刻・押絵・創作
人形
11/29〜12/3
写真教室 Felice 生徒作品展 2017［3FA］
［主催］写真教室 Felice［内容］写真作品約 100 点と
ポートフォリオ
11/29〜12/4
第 29 回 雨聲会横浜書展［B1F］
［主催］雨聲会 横浜支部［内容］子供の半紙・長尺、
大人の淡墨作品等、50 点の書道作品

12/6〜10
第54回 神奈川県高等学校 書道展［B1F/1F/2F/3F］
［主催］高校書道展［内容］県内の高校生による書道
作品。臨書から創作まで約 1,000 点
12/12〜17
横浜三大学写真連合 写真展［2F/3F］
［主催］横浜三大学写真連合［内容］横浜市内にある
3 つの大学の写真部及び OB による合同展覧会
12/12〜17
Art School+Yokohama
Student Exhibition.No.4［1F］
［主催］株式会社 雪下堂美術（アートスクール横浜）
［内容］アートスクール横浜に通う生徒の絵画作品
12/20〜25
第 44 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］高校生の「新鮮な感覚」で捉えた作品を展示
12/22〜24
橘学苑高等学校デザイン美術コース 12 期生卒業作
品展［3F］
［主催］橘学苑高等学校デザイン美術コース［内容］
「自然」をテーマに高校生 31 名による卒業作品

月号

横浜市民ギャラリーの収蔵作品を毎月紹介します

鎌谷伸一《Pinetree No.102》
1989 年／シルクスクリーン／ 51.0×71.5cm

●ホームページで作品解説をご覧いただけます

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 ?
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
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9 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」に対応しています。

あ行

か行

Art Gallery 山手
☎628-0267 A-④ b5
西川克己 洋画展「町のうたが聞こえる」
11/30〜12/7［休］無し

神奈川近代文学館
☎622-6666 A-⑯ b5
九生十蘭資料〜近年の収蔵資料から〜
12/9〜1/21［休］月曜（1/8 は開館 )、年末年始
［内容］鬼才・九生十蘭の創作の舞台裏の一端を、姪
の三ッ谷洋子氏から寄贈されたコレクションをも
とに紹介

西川克己《月夜の大合唱》373×587mm

第 12 回 クリスマス展
12/9〜25
［休］無し
［内容］絵画、立体、リース、ジュ
エリー等
☎231-1662 A-⑤ b2
アートスペースイワブチ
クロス展
11/26〜12/2［休］無 し［内 容］油 彩、10 人 に よ る
グループ展
KEIKO 展
12/4〜10［休］無し［内容］KEIKO、名前が 18 人集
まった仲間たち展
彩展
12/12〜18［休］無し［内容］油彩、日本画、11 人女
性グループ
ゆく年くる年小品展
12/20〜25［休］無し［内容］油彩、日本画、写真、彫
刻、その他小品 40 人
☎263-8663 A-⑥ b5

art Truth
永吉香里 個展
11/29〜12/4［休］無し［内容］版画、陶作品
武永リヨ個展
12/6〜11［休］無し［内容］椅子をモチーフにした
アクリル画
リトルクリスマス・小さな版画展
12/13〜18［休］無し［内容］約 50 名の作品

旭ギャラリー
☎955-3388 C-②
蔡國華展
12/1〜24［休］無し［内容］人物、静物、風景の油彩、
水彩
1010 美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑪ b4
Magda De José マギダ・デ・ジョゼ
11/25〜12/2［休］水曜［内容］平面・立体・インス
タレーション。ニューヨークから来日
中島史子 個展
12/9〜23［休］水曜［内容］版を使った表現
岩崎ミュージアム・ギャラリー ☎623-2111 A-⑫ b5
アトンメントセンター こどもたちの展覧会
11/29〜12/3［休］無し［内容］37 年活動している
絵画教室の作品展。ワークショップあり
ひろはまかずとし 言の葉墨彩画展『Today』
〜今日〜
12/6〜24［休］12/11,12/18［内容］言葉の直筆作
品。ワークショップ等イベント有
☎662-7581 C-③
馬の博物館 ( 根岸競馬記念公苑）
テーマ展
「UMARTs 2017うまからうまれるアート展」
11/5〜12/1［休］月曜［内容］武蔵野美術大学の学
生によるテーマ展

神奈川県立金沢文庫
☎701-9069 C-⑤
特別展「唐物 KARA MONO 中世鎌倉文化を彩る海
の恩恵 」
11/3〜1/8［休］月 曜（1/8 は 開 館 )、12/28〜1/4
［内容］源実朝の杭州仏牙舎利の請来や普陀山観音
信仰の広がり等、鎌倉文化の基層にある大陸への憧
憬を探る

ギャラリーミロ
☎251-5229 A-㉞ c3
宮部隆 水彩画展
11/27〜12/3［休］無し［内容］海外や国内の風景等
松田イメルダ手編みアルパカ展
12/11〜17［休］無し［内容］リマの手編み工房で制
作したセーター等
二紀会神奈川支部員による小品 12 月展
12/18〜24［休］無し［内容］油彩、水彩、彫刻

☎641-4751 A-㉕ c4
ギャラリー KAN
クリスマスグッズとクリスマスプレゼント「クリス
マスの飾りたち展」
12/5〜17［休］月曜［内容］和の小物、干支、クロス
ステッチ等。約 500 点

ギャラリー伽羅
☎842-1428 C-⑦
手作りきゃら SHOP
12/1〜21［休］日曜、月曜［内容］着物リメイク服や
アクセサリー、クリスマス、来年の干支作品等
ギャラリー守玄齋
第 34 回 産経神奈川百選書展
11/29〜12/4［休］無し
日本書道学院グループ展
12/23〜26［休］無し

☎201-7118 A-㉗ b3

☎461-1533 A-㉘
ギャラリーダダ
水沢春和 水彩画展
11/29〜12/5［休］無し［内容］四季折々の風景中心
梢ファンタジーフラワー展
11/29〜12/5［休］無し［内容］押し花等
辰巳隆 油彩画展
12/6〜12［休］無し［内容］あか抜けた、力強い作品
木佐貫悦深 作品展
12/13〜19［休］無し［内容］友禅を思わせる日本画
風な水彩画
佐橋井久子 作品展
12/13〜19［休］無し［内容］一度見たらファンにな
る美しい水彩画
アートフェスティバルベスト 20 展
12/20〜29［休］無し［内容］夏のフェスティバル選
出作品

gallery fu
☎070-6429-8597 A-㉝ c5
特別展「gift」
12/1 〜 24［休］月曜［内容］絵画・立体造形

エリスマン邸
☎211-1101 A-⑭ b5
第 18 回 みなとみらいフォトサークル写真展
12/7〜12［休］無し
「光と影が創るアート展」2017
12/14〜19［休］無し
［内容］3D アート、グラスアート
よみがえる絵画 絵画修復展
12/23〜24［休］無し

☎903-2441

第 3 回 谷垣博子展
11/30〜12/6［休］無し［内容］身近にある建物や
静物、花等。モダンな作品約 30 点の展示販売

ギャルリーパリ
☎664-3917 A-㊲ b4
中嶋紫都 展
11/27〜12/2［休］無し［内容］工芸
生方純一 展
12/4〜14［休］日曜［内容］平面絵画

☎681-5900 A-㊳ c4
ぎゃるりじん＆Chiyoʼ s
MKMS
11/28〜12/3［休］無し［内容］水彩
遊紙灯
12/12〜17［休］無し［内容］アートクラフト
☎201-7118 A-㊷ b3
ゴールデンギャラリー
第 34 回 産経神奈川百選書展
11/29〜12/4［休］無し
40 周年記念釉美会展 七宝 松本祐昌
12/7〜12［休］無し
游目展
12/14〜19［休］無し
第 92 回 南門ミニ展
12/23〜26［休］無し

さ行
三溪園
☎621-0635 C-⑨
第 27 回 三溪園フォトコンテスト入賞作品展「四季
にあそぶ」
9/30〜12/13［休］無し［内容］応募作品から選ば
れた 46 点
所蔵品展「晩秋」
11/9〜12/13［休］無し［内容］三溪自筆の書画や
三溪が支援した作家の絵画等
JICA 横浜 海外移住資料館
☎663-3257 A-㊺ a3
日本人メキシコ移住 120 周年記念企画展示
「メヒコの心に生きた移民たち」
9/30〜12/24［休］月曜（祝日の場合は翌日）
［内容］
日本人移民の歴史と、日系人の実像、親日国となっ
たメヒコと日本の関係について紹介
そごう美術館
☎465-5515 A-㊾
〜夫妻の視点が織りなす、人類への遺産〜
平山郁夫シルクロードコレクション展
10/27〜12/3［休］無し［内容］日本画壇の巨頭と
して日本美術院の理事長を永く務め、日本美術界の
みならず世界の文化財保護に力を注いだ画家

鶴見画廊
☎584-7208
7 人展
11/29〜12/5［休］無し
第 4 回 鎌倉女学院卒業生による作品展
12/9〜16［休］無し

☎411-5031

A-

アトリエ 21-100 枚のクロッキー展
11/21〜12/3［休］月曜［内容］岡田高弘、上田耕造、
広田稔

☎662-6318 Aブラフ 18 番館
メグロ一派グラスリッツェン講師の集い
12/9〜14［休］無し［内容］手彫りガラス

谷垣博子《小さな椅子達》4 号／水彩

中川雅登 展
12/7〜13［休］無し［内容］愛知芸大模写「法隆寺金
堂飛天」
「西大寺十二天像」に従事、名古屋で作品を
発表し始めた画家
齋藤秀夫 油絵展
12/14〜20［休］無し［内容］白日会の常任委員、日
展評議員。風景、静物、人物画の新作小品の展示販売。
約 20 点
歳末ご奉仕会
12/21〜31［休］無し［内容］有名作家をはじめ様々
なジャンルの絵画と工芸品、多数展示・販売

な行

中島由夫 展
12/18〜26［休］日曜［内容］平面絵画

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA

絵・本・展 vol.4 - 夢みる本の世界！
12/9〜24［休］月曜［内容］
「本」の魅力に迫る展覧
会。絵本や挿絵の原画、豆本、絵が飛び出す POP-UP
本等

仲通りギャラリー
☎211-1020 A- b3
四人展
11/27〜12/2［休］無し［内容］内野明美・浜崎玲子・
森智枝・山田明子。油彩・ミックスメディア
上田耕造展
12/4〜10［休］無し［内容］油彩・水彩 20 点
浅野康則展
12/11〜16［休］無し［内容］ミックスメディア30点
日本郵船歴史博物館
☎211-1923 A- b3
原画展「三菱アジアの子どもたちの絵日記―伝えた
いな、私の生活」
10/21〜1/14［休］月曜（祝・休日の場合は翌平日 ) 、
年末年始

［内容］アジア 24 の国と地域に暮らす 6 歳から 12
歳の子どもたちの絵日記展

☎222-4018 A- b4
爾麗美術
アジア現代絵画 3 人展
11/18〜12/3［休］水曜［内容］ワッサンシティケッ
ト
（タイ）
、
レ・タン・ツー
（ベトナム）
、
加藤正二郎(日本）
没後 40 年 幻想・叙情的抽象画 先駆者・伊藤久三郎
1906-1977
12/9〜24［休］水曜［内容］横須賀美術館同時開催

は行
万国橋ギャラリー
☎201-8103 A万国橋・クリスマス祝展 2017
12/5〜11［休］無し

b3

☎325-0081 Af.e.i art gallery
蔵書票展 -Exlibris- 2017
12/4〜22［休］土曜・日曜・祝日［内容］自分の書籍
への愛着や小さな作品をコレクションする楽しみを
感じる展覧会。岩切千恵・川合翔子・神山千晶・近
藤憲昭・佐藤妙子・ただあやの・手賀彩夏・中村あや
子・廣瀬理紗・水口かよこ・皆川宇二・山口茉莉

た行

山田和樹《罪》2017 年（※参考作品）

B-⑮

ギャラリー Lei OHANA
☎941-6169 B-⑧
足あと展
11/30〜12/4［休］無 し［内 容］陶 器、器 等 犬 の ス
テージ、ポスターカラーによるイラスト

カフェ・ギャラリーリンデン ☎532-5288 B-①
古知屋恵子展
12/1〜10［休］月曜、火曜［内容］木版画や水彩画の
展示販売。2、3、6、9 日、作家在廊
☎264-4835
画廊 AKIRA-ISAO
田中茂 個展
12/4〜13［休］無し［内容］独立美術協会展会員。新
作を展示

東急百貨店たまプラーザ店 4 階アートサロン

B-⑬

ただあやの

c5

ほっとクリスマス展
12/21〜24［休］無し［内容］アート・ハンドメイド
作家 30 名の作品

ま行
みつい画廊
☎261-3321（ハヤカワ画材店） A- c3
わたしたちの似顔絵展 vol 2
11/27〜12/1［休］無し［内容］約 70 点
第 6 回横浜開港アンデパンダン展 アンデパンダン
プレ展 みつい画廊展
12/4〜10［休］無し［内容］油彩・水彩等 約 40 点
島崎稔 個展
12/11〜17［休］無し［内容］油彩、アクリル、水彩
等 約 45 点
みなとみらいギャラリー
☎682-2010 A- a2
和・洋陶の絵付展
11/28〜12/4［休］無し
第２回 ソフィア展
11/29〜12/3［休］無し［内容］絵画
グラスリッツェン作品展
11/29〜12/3［休］無し［内容］ガラス器工芸作品
小野月世 水彩画教室 第５回アトリエ作品展
12/6〜11［休］無し
内山教室作品展 日本画・水彩画
12/12〜18［休］無し
キルト工房ちくちくぱっち クリスマスキルト展
12/13〜18［休］無し［内容］パッチワークキルト
組合員と家族の美術展
12/14〜16［休］無 し［内 容］絵 画・写 真・書 道・工
芸作品等
国際人道法写真展
12/20〜25［休］無し［内容］写真、映像の上映

や行
山の上ギャラリー
☎852-8855 C-⑫
モハン・ミルチャンダニ「アンティーク絨毯展」コレ
クション
11/18〜12/6
［休］
11/20、
11/27
［内容］
イラン、トル
コ、アフガニスタン、ロシア、中国等の絨毯を紹介
横浜開港資料館
☎201-2100 A- b4
開港場横浜の原風景 ‑350 年の歴史を探る ‑
10/25〜1/28［休］月曜（祝日の場合は開館、翌日
休館）
、年末年始［内容］開港以前の市域中心部の様
相と開港場に与えた影響を紹介
横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場

☎771-1212 C-⑯
パッチワークキルト展
11/30〜12/5［休］無し［内容］ハギレを使った小
物、ベッドカーペット等 70 点
アミゴー 8 人展
12/6〜11［休］無し［内容］コンパニエロス会員に
よる写真、陶芸、絵画、切り絵、書 等
悠画会展
12/13〜19［休］無し［内容］油彩、日本画、水彩
第 4 回 磯子パステル会作品展
12/20〜26［休］無し

横浜市岩間市民プラザ
☎337-0011 C-⑱
偕恵いわまワークス作品展 〜2018 年カレンダー
原画展「のりもののある風景」
〜
11/28〜12/5［休］無し［内容］カレンダーの原画
12 点と絵画約 30 点
横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール

☎511-5711 B-⑲
第 8 回 若水書展
11/30〜12/5［休］無し［内容］今浚象、島崎鳳涛、
堀内玄鷺 他、８人の漢字、近代詩、刻・木額等
彩の会展
12/6〜12［休］無し［内容］友田みゆき、山田和枝、
山崎和子。風景や静物の水彩画
第 10 回 Y・MAC 展 ( 洋画作品展 )
12/13〜19［休］無し［内容］朝日カルチャーセンタ
横浜「三ツ山教室」の上野真知子、大澤きよみ、桐澤
豊彦他
星野文昭絵画展
12/22〜24［休］無し［内容］星野文昭、星野暁子

横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ

☎866-2501 C-㉒
第８回 とつかお結び広場「ギャラリー先行展示」
11/29〜12/3［休］無し［内容］さまざまな分野の
活動団体が日頃の活動を紹介
友美会＆え ! 仲間会絵画展
12/5〜11［休］無し［内容］風景、静物、人物等
遊美会展
12/13〜18［休］無し［内容］
「気韻生動」をめざす
第二回『夢・想いの水彩画展』
12/19〜25［休］無し［内容］港南区・保土ヶ谷区「老
人福祉センター」の合同水彩画展

横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-㉑
ショーケースギャラリー 木村有貴子展
9/23〜12/17［休］第 4 月曜［内容］日常の中で現実
が何か違うものに見える瞬間に注目し、その「もう
一つの現実」を木彫によって表現
第 50 回公募 竹青社書展
11/26〜12/3［休］第 4 月曜［内容］約 230 点
☎912-7777 B-㉒
横浜市歴史博物館
平成 29 年度 横浜市指定・登録文化財展
11/25〜1/8［休］月曜（祝日の場合は開館、翌日休
館 )、年末年始［内容］市内の貴重な文化財資料を紹介

横浜髙島屋美術画廊
☎311-5111 A髙島屋美術部創設 110 年記念 指物師 一瀬小兵衞展
11/29〜12/5［休］無し
髙島屋美術部創設110年記念 WANDERING SCENE
池口史子展
12/6〜12［休］無し
髙島屋美術部創設110年記念 白寿記念 気・潑 鈴木竹
柏展
12/13〜19［休］無し［内容］日本画
錦山窯展 新年のしつらえ展
12/20〜26［休］無し［内容］工芸
麦の芽
12/20〜26［休］無し［内容］日本画
髙島屋美術部創設 110 年記念 原初の思考
12/27〜1/2［休］1/1［内容］工芸
横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A- b3
第 38 回 馬車道を描く日曜画家展
12/9〜15［休］無し［内容］主催：馬車道商店街協同
組合
第 36 回 馬車道写真コンクール入賞作品展
12/9〜15［休］無し［内容］主催：馬車道商店街協同
組合
☎221-0300 A横浜美術館
石内都 肌理と写真
12/9〜3/4［休］木曜、年末年始
横浜美術館コレクション展
12/9〜3/4［休］木曜、年末年始
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