横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ

☎866-2501 C-㉒
第 15 回 葉っぱの会書作品展
1/11〜14［休］無し［内容］子供と大人の書道作品。
書初・漢詩・仮名等

第 1 回 戸塚切り絵展示会
1/16〜22［休］無し［内容］会員の年間活動作品展
みんなの写真展
1/23〜29［休］無し［内容］自由・花・組写真等。写
真と川柳とのコラボ作品
第 12 回 上矢部高等学校卒業制作展
1/31〜2/4［休］無 し［内 容］上 矢 部 高 校 美 術 陶 芸
コース 3 年生の卒業制作作品
横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-㉑
Fellow Art Gallery vol.28 金崎将司展
10/17〜1/14［休］12/29〜1/3［内容］都内の「に
じアート」で創作活動を行う作家の立体作品
ショーケースギャラリー伊佐治雄悟展
1/6〜3/25［休］第 4 月曜［内容］作家の手によって
形状を変えた文房具や陶器などの日用品
第 60 回「明日への手」美術展
1/13、14、20、21［内容］幼児から大人までの平面
作品･立体作品約 1,200 点を前期、後期の 2 期に分
けて展示
横浜市吉野町市民プラザ
☎243-9261 C-㉔
第 62 回 夢育会書道展
1/10〜15［休］無し［内容］会員及び公募による一
般、学生の書道作品。漢字かな等による屏風、墨象木
彫、半紙判小作品等

横浜

山内滋夫展
1/17〜23［休］無し［内容］洋画

や行

ギ ャ ラ リ ー

神田正之ガラス展
1/17〜23［休］無し
王舒野 展
1/24〜30［休］無し［内容］平面
竹村繁男 作陶展
1/24〜30［休］無し

め ぐ り

相田幸男展
1/31〜2/6［休］無し［内容］洋画

1

吉田喜彦 作陶展
1/31〜2/6［休］無し
横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A- b3
第 32 回 道展
1/18〜23［休］無し［内容］絵画展。道会代表・吉崎
道治

2018 年

第 61 回 横浜書道連盟同人展
1/25〜30［休］無し［内容］横浜書道連盟会長・前田
聖峰
横浜美術館
☎221-0300 A- b2
石内 都 肌理（きめ）と写真
12/9〜3/4［休］木曜、年末年始［内容］国際的に最
も評価されている写真家のひとり。写真家としての
実質的なデビューを果たしてから 40 周年を迎える
本年、初期から未発表作にいたる約 240 点展示構成

月号

横浜市民ギャラリーの収蔵作品を毎月紹介します

横浜市歴史博物館
☎912-7777 B-㉒
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
企画展「銭湯と横浜―ちょっと昔のお風呂屋さんへ
ようこそ！」
1/24〜3/21［休］月曜（祝日の場合は開館、翌日休
館［
) 内容］昭和時代にスポットをあて、戦後から現
代に至るまでの横浜市内の銭湯の移り変わりを紹介
横浜髙島屋美術画廊
☎311-5111 A髙 島 屋 美 術 部 創 設 110 年 記 念 原 初 の 思 考 Face
the Material
12/27〜1/9［休］1/1［内容］工芸
藤井勘圿展
1/10〜16［休］無し［内容］日本画

横浜美術館コレクション展 2017 12 月 9 日（土）
−
2018 年 3 月 4 日（日）全部みせます！シュールな作
品 シュルレアリスムの美術と写真
12/9〜3/4［休］木曜、年末年始［内容］当館所蔵の
シュルレアリスムに関わった作家の作品を可能な限
りまとめて展示。開館以来はじめてのコンセプト。
企画展に関連して、石内の初期の代表作も展示

川村信雄《横浜走馬灯》
1959 年／油彩、キャンバス／ 97.0×130.0cm

●ホームページで作品解説をご覧いただけます

横浜本牧絵画館 ☎629-1150 2017年5月開館 NEW!
岩田榮吉の世界Ⅱ
10/22〜1/28［休］火曜、年末年始［内容］ヨーロッ
パ絵画への深い理解のうえに独自の市詩情豊かな世
界を表現した画家。絵画、写真等

池田省吾 作陶展
1/10〜16［休］無し

横浜市民ギャラリー展覧会情報

《ひろしま #106 Donor: Hashimoto, H.》
2016 年 ⓒIshiuchi Miyako

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

☎315-2828 A-b2 ※会期・時間等は事前にご確認ください

1/9〜14
第 64 回 春陽会神奈川研究会展［B1F/1F/2F/3F］
［主催］春陽会 神奈川研究会［内容］神奈川県在住者
70 名の年間研究成果の絵画、約 180 点
1/17〜22
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［B1F/1F/2F/3F］
［主催］横浜市教育委員会事務局 指導部 指導企画課
［内容］子どもたちの書写作品。800 本以上の仮巻
1/24〜29
横浜市立学校総合文化祭
図画工作・美術・書道作品展［B1F/1F/2F/3F］
［主催］横浜市教育委員会事務局 指導部 指導企画課
［内容］横浜市立小・中・高・特別支援・義務教育学
校児童・生徒作品展

素敵じゃありませんか。

1/30〜2/5
第 40 回記念 日月書道展（公募）
［B1F/1F/3F］
［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
1/31〜2/5
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［内容］県
内の定時制通信制に通う高校生による総合作品展

「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11 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。

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2018（1〜3 月）」開催中

あ行
art gallery, on the wind
☎251-6937 A-③ c3
新春招福展
1/13〜21［休］月 曜〜金 曜［内 容］ア ー ト と 障 害、
ハートとインクルーシブ。多様な福を招く作品展
Art Gallery 山手
☎628-0267 A-④ b5
このめのサップグリーン展
1/18〜28［休］1/24［内容］横浜美術大学を卒業し
た７名の作家の展示。油彩、日本画、木版、金工アク
セサリー

出羽由紘《アボ カド》油彩

アートスペースイワブチ
☎231-1662 A-⑤ b2
振りかえり見つめる展
1/6〜12［休］無し［内容］油彩、日本画、写真、彫刻
等、40 人
art Truth
☎263-8663 A-⑥ b5
art Truth collection 展
1/5〜8［休］無し［内容］art Truth collection のおす
すめする珠玉の絵画作品展。油彩、アクリル、版画等
woodcut collection 5 〜木よりいづるものたち〜
1/10〜21［休］火曜［内容］4 名の版画家による木
版画展
思い思いのプロフィールⅡ
1/31〜2/5［休］無し［内容］数名の作家による人物
画。日本画、アクリル画、パステル画、水彩画等
旭ギャラリー
☎955-3388 C-②
新春絵画展
1/12〜28［休］無し［内容］油彩、水彩、パステルに
よる人物、静物、風景
☎651-9037 A-⑩ c4
ATELIER K・ART SPACE
−時−
1/13〜28［休］月 曜［内 容］15 名 の 作 家 に よ る グ
ループ展（平面、立体）
。40 点

1010 美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑪ b4
藤森哲 個展
1/20〜2/11［休］水曜［内容］絵画。画廊企画
岩崎ミュージアム・ギャラリー ☎623-2111 A-⑫ b5
DRAWING/OKADA −夜曲 Op.48−
1/6〜28［休］1/9、15、22
エリスマン邸
☎211-1101 A-⑭ b5
第 1 回フォトファースト展示会
1/12〜16［休］無し［内容］写真展
可愛い猫絵の展示
1/21［内容］絵の展示

か行
神奈川近代文学館
☎622-6666 A-⑯ b5
久生十蘭資料〜近年の収蔵資料から〜
12/9〜1/21［休］月曜、年末年始［内容］鬼才・久生
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
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
特別展「運慶−鎌倉幕府と霊験伝説−」
1/13〜3/11［休］月曜（2/12 は開館 ) 、2/13［内容］
「鎌倉幕府と霊験伝説」をテーマに、大仏師運慶の誕
生について紹介。関連講座あり
☎264-4835
画廊 AKIRA-ISAO
タイ工科大学の版画家と日本の版画家展
1/22〜31［休］無し［内容］タイ国立・モンクット王
工科大学ラートグラバン校の教授と学生、日本の版
画家との競作

画廊 楽
☎681-7255 A-㉒ c4
画廊楽Ⅱリニューアル記念特別展
1/22〜28［休］無し［内容］画廊楽Ⅱのリニューア
ルオープンを記念し楽絵画教室講師と招待作家によ
る展覧会。会場：楽Ⅰ＆Ⅱ
小林洋子 日本画展
1/29〜2/4［休］無し［内容］会場：楽Ⅰ

早春のお花畑展
1/17〜23［休］無し［内容］お花、花のある風景
油絵グループ展
1/24〜30［休］無し［内容］油絵を学ぶ方々による
作品展
小さな絵展
1/24〜30［休］無し［内容］お部屋の片隅を飾る小
さな絵展
石川勝 水彩画展
1/31〜2/6［休］無し［内容］独特なタッチで描く風
景画

そごう美術館
☎465-5515 A-㊾
引き継がれる美意識 池田重子横浜スタイル展 昔き
もの〜現代 KIMONO
12/13〜1/8［休］無し［内容］
「引き継がれる美意識」
をテーマに、きもの約 150 点等を紹介
そごう横浜店美術画廊
☎465-5506
新春日本画展
12/26〜1/8［休］無し［内容］日本画

A-㊿

吉祥 短冊展
12/26〜1/8［休］無し［内容］日本画

色エンピツ画展
1/31〜2/6［休］無し［内容］特別な画風
ギャラリーミロ
☎251-5229 A-㉞ c3
二紀会神奈川支部員による小品展〜1 月展〜
1/8〜14［休］無し［内容］油彩・水彩・彫刻
百葉展
1/15〜21［休］無し［内容］日本画家による交流展
春田景子展
1/22〜28［休］無し［内容］言の葉絵・書・油彩
かくかく展
1/29〜2/4［休］無し［内容］油彩・水彩・パステル画。
白日会会員によるグループ展
ギャラリー Lei OHANA
☎941-6169
Aloha 展
1/1〜3［休］無し［内容］絵画＆書道作品

所蔵品展「早春」
1/30〜3/7［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

B-⑧

ギャルリーパリ
☎664-3917 A-㊲ b4
新春 21 世紀展
1/18〜31［休］日曜［内容］グループ展（立体、平面）

茶道具逸品展
1/9〜15［休］無し［内容］茶道具
花を描く洋画三人展
1/9〜15［休］無し［内容］洋画
吉村誠司 日本画展
1/16〜22［休］無し［内容］日本画
安食慎太郎 油絵展
1/23〜29［休］無し［内容］洋画
−黄金テンペラの世界−大垣早代子洋画展
1/23〜29［休］無し［内容］洋画
高橋雅美 日本画展
1/30〜2/5［休］無し［内容］日本画

新春期待の若手作家展
1/25〜2/3［休］日曜［内容］期待の若手作家 6 名に
よる油彩中心の作品

東急百貨店たまプラーザ店 4 階アートサロン

シルバージュエリー田原かおり・ベドウィンジュエ
リー酒井直美 二人展
1/29〜2/3［休］無し
ギャラリー伽羅
☎842-1428 C-⑦
手作りきゃら SHOP
1/9〜31［休］日曜、月曜［内容］着物リフォーム・裂
織の服やバック、小物、干支の犬、アクセサリー、ス
カーフ・きもの地ハギレ等
ギャラリー守玄齋
53 回 群象書人展
1/7〜12［休］無し

☎201-7118 A-㉗ b3

45 回記念 新芸書道会展
1/14〜19［休］無し
ギャラリーダダ
☎461-1533 A-㉘
日本画のすすめ展
1/3〜9［休］無し［内容］新春を飾るにふさわしい作品
白南風の会 作品展
1/10〜16［休］無し［内容］新洋画会による小品展
水彩画グループ展
1/10〜16［休］無し［内容］赤坂教室の生徒 10 人に
よる作品

☎903-2441 B-⑮
迎春お宝市
1/2〜10［休］無し［内容］国内外の大家から新進作
家まで、作品の展示販売

☎681-5900 A-㊳ c4
ぎゃるりじん＆Chiyoʼ s
元幼会
1/16〜21［休］無し［内容］水彩、パステル

現代女流人気作家 作品展
1/11〜17［休］無 し［内 容］
「華 や か さ」
「麗 し さ」
「ウィット」
「ユーモア」をテーマに女流作家の作品約
24点を展示販売

Professor.son 個展
1/30〜2/4［休］無し［内容］ドローイング

☎201-7118 A-㊷ b3

45 回記念 新芸書道会展
1/14〜19［休］無し
55 回 虹友書道展
1/20〜25［休］無し

さ行
三溪園
☎621-0635 C-⑨
所蔵品展「冬」
12/20〜1/29［休］無し［内容］三溪自筆の書画や
中島清之の障壁画等
盆栽展
1/7〜21［休］無し

は行
BankART Studio NYK
☎663-2812 A- b3
東京藝術大学大学院映像研究家メディア映像専攻
年次成果発表会 MEDIA PRACTICE 17-18
1/12〜14［休］無し
万国橋ギャラリー
☎201-8103 A- b3
2018・新春パステル画展
1/9〜15［休］無し［内容］現代パステル協会（東京
都美術館公募展）の委員の先生方による小品展
f.e.i art gallery
☎325-0081 A髙垣篤 陶展
1/15〜26［休］土 曜、日 曜、祝 日［内 容］大 作 5 点。
独特の造形で力強く、迫力ある陶芸作品

水森亜土《マイガール》0 号

25 年ぶりの里帰り〜吉備のくに再発見
1/23〜29［休］無し［内容］写真
鴎童会絵画展 第 60 回横浜展
1/23〜29［休］無し
宙に躍る六龍
1/31〜2/5［休］無し［内容］書道
第 31 回アートクラブ作品展
1/31〜2/4［休］無し［内容］子供による絵画等

や行
山手 234 番館
第４回 陶芸月曜会作品展
1/5〜9［休］無し

☎625-9393 A-

b5

世界にひとつだけの手作り絵本と原画展
1/11〜16［休］無し
第６回 T-grace 写真展
1/18〜23［休］無し
100 歳 井上寛子油絵展
1/26〜30［休］無し
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、資料整理日［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

☎771-1212 C-⑯
第 17 回 佳絵留グループ作品展
1/11〜15［休］無し［内容］小学生から 80 歳シニア
までの作品。寿康会会員

第 5 回 星くずくらぶ展
1/18〜23［休］無し［内容］水彩画、パステル画。上
原住子・髙木静江・髙木共子

髙垣篤《晃玄》32×76×65cm

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA

☎411-5031

A-

「新春まんぷく！お年賀展 2018 」
1/9〜28［休］月曜［内容］日本画、版画、彫刻、工芸
等作家 24 名による年賀状サイズのアート作品、及
び通常作品の展示・販売
ブラフ 18 番館
☎662-6318 A日本の凧の会 横浜会員の手作り凧 他展示
1/4〜8［休］無し

c5

みつい画廊
☎261-3321（ハヤカワ画材店） A第 31 回グループ '88 展
1/7〜14［休］無し［内容］立体、水彩約 40 点

c3

みなとみらいギャラリー
☎682-2010 A「富士山」富士写撮会写真展 30
1/9〜15［休］無し

a2

佐伯浩 油絵展
1/18〜24［休］無し［内容］ヨーロッパ各地を描く作
家の22回目の個展。新作を含む約30点を展示販売

ハワイアンキルターズクラブカオヒナニ 2018 作
品展
1/12〜14［休］無し［内容］ハワイアンキルト

YUKO 油彩画展
1/25〜31［休］無し［内容］大手企業でヒット商品
の広告 PR に携わった経歴を持つ作家が、幼い頃か
らの描きたい心を解放しアートの世界に専心

聖ヨゼフ学園中学・高等学校芸術展
1/17〜21［休］無し［内容］学生による美術・書道作
品等

B1 スキップコート新年特別企画 新春アートフェア
〜漫画・アニメ特集〜
1/21〜29［休］無し［内容］絵画・漫画アニメ原画・
版画等

西区文化祭「新春展」
1/23〜29［休］無し［内容］絵画・書道・生け花・フ
ラワーアレンジメント等

横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場

ま行

クロス・パティオ 緑のギャラリー ☎223-2621 A-㊵ a2
笹倉鉄平名作展
1/5〜9［休］無し［内容］笹倉鉄平他 50 点
ゴールデンギャラリー
53 回 群象書人展
1/7〜12［休］無し

爾麗美術
☎222-4018 A- b4
PHOTO NIREI 2018 1/5〜3/26
（PHOTO YOKOHMA 2018 パートナーイベント）
遠藤尚展 Nothing but silver print
1/5 〜 15［休］1/10
谷口弘幸展 時の回廊
1/19 〜 29［休］1/24

た行
鶴見画廊
☎584-7208 B-⑬
第 9 回 四季折々 品川成明 個展
1/10〜22［休］1/16［内容］四季折々の草花や風景
を描いた日本画展

朝倉摂《あゆことくり》

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 日 の 場 合 は 翌 平 日 ) 、
12/29〜1/3、臨時休館日［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

須藤和之 日本画展
1/30〜2/5［休］無し［内容］日本画

Gallery ARK
☎681-6520 A-㉓ c4
新春サムホール展
1/11〜20［休］日曜［内容］サムホールサイズの小
さい作品

ギャラリーかれん
☎543-3577 B-⑤
五十嵐智子グループ展
1/22〜27［休］無し［内容］レザー、織物、石とビー
ズのアクセサリー等

な行

コトグラ展
1/17〜21［休］無し［内容］コスプレの写真
第 7 回 拓釣共楽展
1/17〜21［休］無し［内容］カラー魚拓

第 3 回かがやきクラブ展
1/24〜29［休］無し［内容］磯子区老人クラブ連合
会会員による文化作品展
横浜市岩間市民プラザ
☎337-0011 C-⑱
フェローアートギャラリー〜尾崎文彦展「むふふな
カタチ」vol.2〜
1/12〜21［休］1/15［内容］町田市の福祉施設「ク
ラフト工房 La Mano」所属のアーティストの絵画作
品約 20 点を紹介
横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール

☎511-5711 B-⑲
鶴見水彩画クラブ展
1/5〜11［休］無し［内容］風景画、静物画等の水彩
画を展示。伊勢諒吾、野口秀男、塩井孟他

写真展
1/22〜26［休］無し［内容］創作組写真。松永勲往、
吉武毅、佐藤健吉
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ

☎866-2501 C-㉒
海のなかまたちの童話さし絵展 〜安中榮子児童文
学の世界〜
1/4〜8［休］無し［内容］海の童話挿絵原画、10M の
クジラの絵、読み聞かせや朗読等

第 16 回 遊友展
1/10〜15［休］無し［内容］6 号から 30 号までの絵
画約 30 点

