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春の風に吹かれながら、横浜で画廊散歩はいかがですか
「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。「ヨコハマ・ギャラリー・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2018年2月15日現在のものです。）　
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横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-㉑
第11回 田園写友会写真展
3/27～4/2［休］無し［内容］毎月の例会を経て年に
1回開催。約65点
第3回 藍 書道の会
3/30～4/1［休］無し［内容］子どもたちの大筆作品
と臨書作品中心に、約100点
第5回 森村学園中高等部美術部展覧会
4/4～9［休］無し［内容］個人制作、共同制作等 約
100点
アートユニオン青葉 合同写真展
4/10～16［休］無し［内容］横浜青葉･都筑区を中心
に活動するフォトサークル4団体による合同写真
展。約240点
第40回 爽画展
4/24～30［休］無し［内容］油彩、水彩 約100点
横浜市吉野町市民プラザ ☎243-9261 C-㉔
アート寺子屋 写真展
3/24～4/1［休］無し［内容］写真講座の受講者によ
る写真展
第19回 南期会展
3/28～4/2［休］無し［内容］横浜市立南高等学校の
卒業生による日本画、油絵、水彩、パステル、アクリ
ル、陶芸、パッチワーク等
横浜髙島屋美術画廊 ☎311-5111 A-77
山本一洋展
3/28～4/3［休］無し［内容］陶芸
齋藤満栄展
4/4～10［休］無し［内容］日本画
谷川泰宏展
4/11～17［休］無し［内容］洋画
中田博士展
4/11～17［休］無し［内容］陶芸
藤田潤展
4/18～24［休］無し［内容］ガラス
佐々木麦展
4/18～24［休］無し［内容］洋画
第３回 青晴会 日本画展
4/25～5/1［休］無し
三橋鎌幽展
4/25～5/1［休］無し［内容］鎌倉彫 

横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A-81 b3
第26回 神奈川淡彩画会展 
4/19～24［休］無し［内容］主催＝神奈川淡彩画会
横浜美術館 ☎221-0300 A-83 b2
New Artist Picks　谷保玲奈展－共鳴
3/17～4/22［休］木曜［内容］若手日本画家。新作
と近作で構成。〈会場〉アートギャラリー 1、Cafe小
倉山
横浜本牧絵画館 ☎629-1150
岩田榮吉の世界 モチーフの追求
4/14～7/16［休］火曜［内容］ヨーロッパ絵画への
深い理解の上に詩情豊かな世界を表現した画家。油
彩（具象絵画）。素描・習作・試作等を通した制作過
程の解説
横浜ユーラシア文化館 ☎663-2424 A-86 b4
魅惑のランプ－古代地中海からヨーロッパ、アジア・
日本まで－
1/20～4/1［休］月曜 (祝日の場合は翌平日）［内容］
ユーラシア各地のランプの魅力を紹介

リーブギャラリー ☎253-7805 A-89 b3
サインスポット弥生アート展
3/26～4/1［休］無し［内容］水彩
松下辰枝展
4/2～8［休］無し［内容］水彩、アクリル画
さくら展
4/9～15［休］無し［内容］油彩、水彩、アクリル画

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 
第6回 横浜開港アンデパンダン展
3/27～4/2 ［B1F/1F/2F/3F］
［主催］横浜開港アンデパンダン展実行委員会［内容］
無審査で誰でも参加できる、市民のための展覧会
みずゑ 春季展
4/3～4/9 ［3FA]
［主催］爽蒼美術協会 ［内容］委員、会員による水彩、
パステル10号～50号約40点を展示
欅会 　　
4/4～4/9 ［3FB］
［主催］欅会［内容］ハマ展会員の佐々木ゆう教室の
生徒等による油彩画展
日本丸洋画同好会 第9回作品展    
4/3～4/9 ［2FB]
［主催］日本丸洋画同好会［内容］会員が一年間歩ん
だ足跡を水彩、油彩、パステル画約60点にて披露
第35回 神奈川県写真作家協会展
4/3～4/9 ［1F]
［主催］神奈川県写真作家協会［内容］「時の記憶」を
メインテーマに会員各様に創作した写真約100点
主体美術神奈川作家展
4/10～15 ［3F]
［主催］主体美術神奈川［内容］油彩を中心とした作
品と50回展を記念した物故作家の特別展示
浜美術連盟絵画展
4/10～15 ［2F]
［主催］浜美術連盟［内容］油彩、水彩、パステルを主
とした約150点で40年の歴史有
フォト・彩遊 第14回写真展
4/10～15 ［1F］ 
［主催］フォト・彩遊［内容］会員それぞれが探し、出
会い、思いを込めて撮影した、組写真

SPACE FACTORY2018 シリーズ“日本のこころ”vol.4 
「二人の姫－木花之佐久夜毘売命と豊玉毘売命－」
4/14～15 ［B1F］
［主催］SPACE FACTORY［内容］古事記を題材にし
た音楽、美術、舞踊、演劇のコラボレーションによる
体験型パフォーマンス。有料・チケット制
第42回 絵の仲間 光彩会
4/17～23 ［3F]
［主催］絵の仲間 光彩会［内容］水彩画の風景、人物、
静物、F6～40号までの作品、約120点
2018春季JAG展
4/17～23 ［2F]
［主催］特定非営利活動法人 日本芸術家協会［内容］
自由な発想。好きな画材で夢中に描く作品が一番キ
ラキラしてる
三彩会・あじさい・タブロー会合同展
4/17～23 ［1F]
［主催］三彩会・あじさい・タブロー会［内容］水彩画
80点を展示
パキスタン国建国78周年記念 郵便切手と書道展
4/18～22 ［B1F]
［主催］パキスタン国ラホール市日本パキスタン友
好協会［内容］パキスタン国建国78周年記念。切手、
書道展示会
第85回 県展（公募）
4/25～30 ［B1F/1F/2F/3F］
［主催］神奈川県美術家協会［内容］絵画、立体、工芸、
写真、ドラマチックアート、ジュニア

ギャラリーめぐり

ホームページでも情報公開 !
http://ycag.yafjp.org/

横浜市民ギャラリーの収蔵作品を毎月紹介します
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遠藤典太《麦田トンネル》
1988年／油彩、キャンバス／ 80.9×100.4cm

●ホームページで作品解説をご覧いただけます
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Art Gallery 山手 ☎628-0267 A-④ b5
第13回 猫の展覧会
4/26～5/14［休］無し［内容］猫をモチーフにした
絵画・ガラス・金属工芸等

art Truth ☎263-8663 A-⑥ b5
星奈緒 個展
3/28～4/2［休］無し［内容］パステルを用いた人物画
春を彩る短冊展
4/5～15［休］火曜［内容］アクリル、水彩、日本画等、
様々な分野の作家が短冊に描いた作品
清水今日子 個展
4/18～23［休］無し［内容］アクリル画を用いた作
品展。オリジナル絵本の展示販売あり

ツリタニユリコ個展
4/25～30［休］無し［内容］アクリルガッシュを用
いた作品展
旭ギャラリー ☎955-3388 C-②
花を描く絵画展
3/30～4/22［休］無し［内容］油彩、水彩、パステル 
約35点
ATELIER K・ART SPACE ☎651-9037 A-⑩ c4
椎橋良太展
4/14～29［休］月曜［内容］平面（コラージュ等）
1010美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑪ b4
サトウヨーコ & トモリタロー
4/7～29［休］水曜［内容］現代絵画
岩崎ミュージアム・ギャラリー ☎623-2111 A-⑫ b5
第19回 三人展 由木浩子（油彩）河合祥子（ガラス
デザイナー）上村由希（ガラスコラージュ）
4/4～22［休］4/9、16［内容］油彩、ガラス食器等
The Exhibition of KATAN ISHIKAWA
4/24～5/6［休］5/1［内容］ジュエリー、絵画、立体
造形
馬の博物館(根岸競馬記念公苑） ☎662-7581 C-③
テーマ展「馬の意匠－衣類編－」「根付」
2/22～4/15［休］月曜(4/2は開館〔予定〕)
エリスマン邸 ☎211-1101 A-⑭ b5
時よ止まれ 3（写真展）
4/4～9［休］無し
TWIN PINCHES 絵画展
4/12～17［休］無し 
四季と子どもたち(パッチワークキルト展）
4/26～30［休］無し 

ギャラリーミロ ☎251-5229 A-34 c3
藤茂芳枝 個展
3/26～4/1［休］無し［内容］油彩など毎年恒例の個展
中藪健展
3/26～4/1［休］無し［内容］油彩
酒井茂 ときめきの植物譜
4/2～8［休］無し［内容］色鮮やかな花々や印象的な
植物を描いた油彩画
グループ“虹”展
4/9～15［休］無し［内容］第10回を迎える水彩・ス
ケッチのグループ展
墨麗会 水墨画展
4/16～22［休］無し［内容］第8回を迎える水墨画
グループ展
広田隆子展 
4/23～29［休］無し［内容］花や果実など身の回り
のものを優しい眼差しで描いた水彩画
いち期いち絵
4/23～29［休］無し［内容］油彩・水彩・鉛筆画等 
女性5人展
鈴木珠美 作品展
4/30～5/6［休］無し［内容］クラフトバンドを使用
したタペストリー・小物等
ギャラリー Lei OHANA ☎941-6169 B-⑧
「心を編む」展
4/28～30［休］無し［内容］レース編み　アクセサ
リーの展示・販売
ギャルリーパリ ☎664-3917 A-37 b4
藤井健司「心景」
4/10～18［休］日曜［内容］日本画

神奈川近代文学館 ☎622-6666 A-⑯ b5
生誕140年 与謝野晶子展 こよひ逢ふ人みなうつくしき
3/17～5/13［休］月曜（4/30は開館)  
神奈川県立金沢文庫 ☎701-9069 C-⑤
特別展「十二神将～修理完成記念特別公開～」
3/16～5/6［休］月曜（4/30は開館)、5/1［内容］平
成23年より5年間にわたって行われた十二神将像
の修理完成記念の展示

カフェ・ギャラリーリンデン ☎532-5288 B-①
やすねこ工房リメイク作品展「私のオンリ―・ワン 
さわやかな季節を愉しむ」
4/11～22［休］月曜、火曜［内容］古布や銘仙をリメ
イクして新しいデザインで制作した、オンリ―ワン
の作品展
アルケミスト４人展
4/25～5/4［休］無し［内容］抽象画家韓美華と、町
田市玉川学園の絵画造形アトリエのメンバ―による
グループ展。油彩、ミクストメディア作品 
画廊 AKIRA-ISAO ☎264-4835
山本靖久展
4/19～28［休］無し［内容］主体美術会員、武蔵野美
術大学教授。水彩等
画廊 楽 ☎681-7255 A-㉒ c4
ハマ展楽賞受賞者展
3/26～4/1［休］無し［内容］油彩、日本画（会場：楽Ⅱ）
陶３人展
3/26～4/1［休］無し［内容］陶芸（会場：楽Ⅰ）
畑中優 個展 
4/2～13［休］無し［内容］油彩。楽絵画教室講師の
作品を展示（会場：楽Ⅰ＆Ⅱ） 
中村幸男 個展
4/16～22［休］無し［内容］油彩、水彩（会場：楽Ⅱ）
神奈川二科楽賞 受賞者展
4/16～22［休］無し［内容］油彩（会場：楽Ⅰ）
川村紫郎 個展
4/23～29［休］無し［内容］日本画（会場：楽Ⅰ） 
ギャラリーKAN ☎641-4751 A-㉕ c4
風薫る五月「春の創作展」
4/17～29［休］4/23［内容］もの作りする人8人集
合 500点。古布、和の小物、和の細工物等
ギャラリーこやま ☎545-1105 B-⑥
第16回「書を楽しむ」青新書道会習作展
4/1～7［休］無し［内容］村井勝岳、萩原桂泉、阿部
結花他18名。茶掛、軸、色紙額、パネル等 約30点
押し花・グラスアート展
4/21～27［休］無し［内容］山本百合恵他12名によ
る額絵、鏡等
ギャラリーダダ ☎461-1533 A-㉘
若葉恵子 透明水彩画展 
3/28～4/3［休］無し［内容］独特な優しい雰囲気
佐々木孝 版画展
3/28～4/3［休］無し［内容］思わず微笑みたくなる
版画作品
廣田幸子 水彩画展
4/4～10［休］無し［内容］独特なタッチで描くみご
とな花
小玉精子 作品展 4/4～10［休］無し［内容］油彩、水彩
心に残る風景画展 4/11～17［休］無し［内容］公募展
小杉春見 水彩画展
4/11～17［休］無し［内容］花の絵等の水彩
日本画グループ展
4/18～24［休］無し［内容］落ち着いた雰囲気
長富理子 作品展
4/18～24［休］無し［内容］明るく華やかな作品
色鉛筆作品展
4/25～5/1［休］無し［内容］現代色鉛筆協会作品展
gallery fu ☎070-6429-8597 A-33 c5
Miho Yamazaki写真展「a letter to」
3/20～4/1［休］月曜［内容］東日本大震災後の東北
を歩き、自身の日常を撮った写真と引き換えに東北
の方々の手を撮影。
シムラヒデミ個展「パラレルワールド」
4/24～5/6［休］月曜［内容］刺繍糸をストライプ状
に巻きつけた数々の作品を発表している作家。別の
世界＝パラレルワールドへ目を向けて、現実を問う

松沢真紀展
4/12～18［休］無し［内容］神奈川県内の自然を画
題に制作した作品を中心に約30点
竹澤イチロー展
4/19～25［休］無し［内容］フランス画壇の登竜門
「サロン・ドートンヌ」に2年連続入選し、海外でも
高い評価を得ている作家のポップでハッピーな世界
前田麻里展
4/26～5/2［休］無し［内容］川崎市出身の人気女流
画家による愛らしく優しい作品の数々 

東急百貨店たまプラーザ店 4階アートサロン
 ☎903-2441 B-⑮
金丸悠児 作品展
3/29～4/4［休］無し［内容］亀やアロワナ、様々な
動物たちを大作から小品まで展示
細迫諭テンペラ画展
4/5～11［休］無し［内容］イタリアで培った感覚を
活かし、ヨーロッパの教会の祭壇画を思わせる独特
な世界を表現

堀井聡・村社由起 洋画二人展
4/3～9［休］無し 
飯塚六郎 油絵展
4/3～9［休］無し 
濱田庄司とその仲間たち展
4/10～16［休］無し［内容］民芸
岸本浩希 日本画展
4/10～16［休］無し 
近代日本画秀作展
4/17～23［休］無し 
木彫秀作展 4/17～23［休］無し 
バーニーフュークス展
4/24～30［休］無し［内容］絵画
角田守 油絵展 4/24～30［休］無し 

た行

仲通りギャラリー ☎211-1020 A-52 b3
アトリエみずの絵展
4/2～7［休］無し［内容］生徒による水彩作品展
ふたり展（髙木和良・髙木惠子）
4/9～14［休］無し［内容］油彩・革小物
太田貞成展
4/16～21［休］無し［内容］油彩・水彩 約20点。爽
蒼美術協会会員・白日会準会員
アニワル・アシム展
4/23～28［休］無し［内容］油彩・テンペラ。横浜国
立大学教育学研究科 美術専攻絵画ゼミ大学院生
日本郵船歴史博物館 ☎211-1923 A-53 b3
企画展「グランブルーの静寂～もうひとつの氷川丸～」
1/20～4/22［休］月曜［内容］姉妹船である平安丸
と氷川丸の過去と現在を、写真を中心に紹介
爾麗美術 ☎222-4018 A-55 b4
黒騎士展14回 2018春 ① 山本治美展
3/31～4/8［休］4/4 
黒騎士展14回 2018春 ② 黒騎士会員8人展
4/12～22［休］4/18［内容］安斎アヤ子、杉村倉太、
鈴木正道、永田晶彦、野田洋介、能登茂行、星野鐡之、
山本治美
星野鐵之展
4/28～5/13［休］5/2、9［内容］1939-2018 回顧
展。油彩画を中心に

な行

f.e.i art gallery ☎325-0081 A-61
深作コレクション Part2展
3/26～4/6［休］土曜、日曜、祝日［内容］眼科外科医、
画家としても活躍する深作氏のコレクション展。随
時作品の入替有

は行

三溪園 ☎621-0635 C-⑨
所蔵品展「春」
3/9～4/17［休］無し［内容］三溪自筆の書画や中島
清之の障壁画等
俳句展
3/16～5/23［休］無し
さくらそう展
4/19～25［休］無し
所蔵品展「初夏」
4/19～5/22［休］無し
JICA横浜 海外移住資料館 ☎663-3257 A-45 a3
南国土佐をあとにして－海を渡った「いごっそう」－
2/10～5/27［休］月曜（祝日の場合は翌日）、4/22
シルク博物館 ☎641-0841 A-47 b4
江戸の粋とデザイン～小袖コレクションから～
4/28～6/3［休］月曜（祝日の場合は翌日)［内容］当
館所蔵の小袖65領を前期・後期に分けて一堂に展示
そごう横浜店美術画廊 ☎465-5506 A-50
鷲森秀樹 油絵展
3/27～4/2［休］無し 
アートワンダーランド横浜
3/27～4/2［休］無し［内容］洋画等

ティンガ・ティンガアート展
4/28～5/6［休］無し［内容］アフリカンペンキアート
ぎゃるりじん＆Chiyo’s ☎681-5900 A-38 c4
Witch９
3/27～4/1［休］無し［内容］油彩
鈴木さおり 鈴木とおる二人展
4/10～15［休］無し［内容］水彩
古澤潤 個展
4/17～22［休］無し［内容］油彩
かぴぱら
4/24～29［休］無し［内容］水彩

さ行

みつい画廊 ☎261-3321（ハヤカワ画材店） A-67 c3
第11回 三禄会展
3/27～4/1［休］無し［内容］絵画、陶芸等
Y・Y・Y・展
4/12～15［休］無し［内容］水彩等 約20点
フラウ展
4/16～22［休］無し［内容］油彩、水彩等 約40点
福原喜代志 個展
4/23～29［休］無し［内容］油彩約25点、ポルトガ
ル風景等
みなとみらいギャラリー ☎682-2010 A-68 a2
大園めぐの世界展
3/27～4/2［休］無し［内容］フォトジュエリーアート
ROUND CELL－under20－
3/27～4/2［休］無し［内容］絵画・立体造形作品
第41回 吉岡絵画教室展
3/27～4/2［休］無し
第24回 碧い水展
4/3～8［休］無し［内容］絵画
美術団体等迦会 第24回横浜支部展
4/3～8［休］無し［内容］絵画
第14回つづき淡彩画会展
4/3～9［休］無し［内容］水彩
アトリエ作品展
4/14～15［休］無し［内容］絵画・立体造形作品
第18回 水曜会絵画展
4/17～23［休］無し 
デジタル書作家協会展
4/17～22［休］無し［内容］デジタル書道
アトリエ・ミオス 第1回二水会グループ展
4/18～23［休］無し［内容］絵画
辰己組きり絵展 4/24～30［休］無し
二人展 4/24～30［休］無し［内容］絵画
Glass Mermaid ステンドグラス教室展
4/25～30［休］無し［内容］ステンドグラス作品

ま行

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA 
 ☎411-5031 A-62
陶×芸×術
4/14～28［休］月曜［内容］焼成造形作品をテーマ
に、陶芸界で革新的な造形を展開している作家・作
品に焦点をあてた展覧会
ブラフ18番館 ☎662-6318 A-65 c5
陶芸教室作品発表 十色展
3/29～4/3［休］無し
フランス フラワーアレンジメント展
4/6～10［休］無し［内容］フランスフラワーアレン
ジメント（生花）作品展
グループ f ボタニカルアート展
4/12～17［休］無し 
フォト03会写真展
4/25～30［休］無し［内容］グループの写真展 
放送ライブラリー ☎222-2828 A-66 b4
プロが魅せるテレビの世界 フジテレビ セットデザ
インのヒミツ展2 ～月9ドラマ30年の軌跡～
2/23～4/8［休］月曜［内容］美術デザインを切り口
に、番組を魅力的に見せるテレビ美術の工夫を紹介  

阿部千鶴展～コントドゥフェの森～
4/16～27［休］土曜、日曜、祝日［内容］日々の情景
から懐かしさと物語性を感じる暖かなひと時を表現
した日本画と水彩画作品　　　

アンティークレースとヴィクトリアンキルト
4/6～10［休］無し［内容］パッチワーク作品展
仏像写真展 「慈しみと悲しみと」
4/12～17［休］無し
I love Roses 2018
4/20～24［休］無し［内容］写真展
4th IS植物画サークル展
4/26～5/1［休］無し［内容］植物細密画
山手111番館 ☎623-2957 A-70 b5
人形着物作品展
4/2～4［休］無し
257才の絵手紙展
4/6～10［休］無し
母娘三人展
4/13～18［休］無し［内容］トールペイント、パッチ
ワーク、絵手紙
春、そしてばら
4/20～25［休］無し［内容］クロスステッチ
HOROKO MADE帽子展
4/27～5/2［休］無し
横浜開港資料館 ☎201-2100 A-72 b4
銭湯と横浜－“ゆ”をめぐる人びと－
1/31～4/22［休］月曜（祝日の場合は開館、翌日休
館）［内容］銭湯や温泉をキーワードに、近代横浜の
都市形成史をたどる
横浜市旭区民文化センター サンハート
 ☎364-3810 C-⑭
第21回ロシナンテ作品展
3/27～4/2［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-⑮
佐藤俊道（第3回）水彩画展
3/28～4/1［休］無し［内容］歴史的建築物、自然な
どの水彩画中心
書道作品の発表
4/3～9［休］無し［内容］漢字書道作品と俳画作品。
森田敬他 約60点
20周年記念絵手紙展
4/11～15［休］無し［内容］絵手紙の他、カルタ・双
六・カレンダー等
横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場
 ☎771-1212 C-⑯
第15回YOKOHAMA「星団」写真展
3/28～4/3［休］無し［内容］共同個展式写真展。羽
鳥和子他14名
第13回 緑樹会・絵画展
4/4～9［休］無し［内容］県立横浜緑ヶ丘高校卒業生、
教諭、生徒などによる絵画展
第16回 全日本写真連盟八景写友会支部・八景写友
会写真展
4/11～17［休］無し［内容］出展者20名
横浜市岩間市民プラザ ☎337-0011 C-⑱
第19回フォトクラブ写楽写真展
3/27～4/2［休］無し［内容］テーマ「四季の彩り」
39点
第23回かもがわ絵画教室作品展
4/10～15［休］無し［内容］油彩中心
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ 
 ☎866-2501 C-㉒
いずみ画好会・白水写生会 合同絵画展
3/27～4/2［休］無し［内容］地域の同好会として絵
画を通じて楽しく活動
写真クラブ「どんぐり」写真クラブやまゆりの合同
写真展
4/3～9［休］無し［内容］各40点、38点
第35回エターナル・アート・モザイク展
4/12～16［休］無し［内容］モザイク作品
第5回フォトのぞみグループ写真展
4/17～23［休］無し［内容］モノクロ作品と個性発
現の自由作品 約70点
水彩画作品展2018
4/24～30［休］無し［内容］講師: 横山貴裕。風景、
静物、人物画約60点
第10回なごみの会 会員展（絵画研究会）
4/24～30［休］無し［内容］描画を楽しむグループ
による作品展

山手234番館 ☎625-9393 A-69 b5
第11回 松寿会｢水彩画展｣
3/29～4/3［休］無し

や行

・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2017～2018」に対応しています。

阿部千鶴《バラ園で待つ》

吉沢深雪

清水今日子《昨日見た夢ーorange》

シムラヒデミ《パラレルワールド (SS_ml3)》2018年制作

藤井健司

細迫　諭《海の見える丘》21.5×53.0㎝
テンペラ、油彩、パネル、布


