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暑い夏は、ギャラリーでほっと一息。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5月15日現在のものです。）　
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浜
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横浜髙島屋美術画廊 ☎311-5111 A-77
須藤珠美展
7/4～10［休］無し［内容］硝子
清水達三展
7/11～17［休］無し［内容］日本画
黒岩達大展
7/11～17［休］無し［内容］陶芸
鍋田尚男 ガラス作品展
7/18～24［休］無し 
石田観仙展
7/18～24［休］無し［内容］石彫
紬人の会
7/25～31［休］無し［内容］日本画
梅田健太郎展
7/25～31［休］無し［内容］陶芸

横浜都市発展記念館 ☎663-2424 A-78 b4
伸びる鉄道、広がる道路 ～横浜をめぐる交通網～
4/14～7/1［休］月曜［内容］横浜の交通インフラと
そのネットワークのあゆみを紹介

リーブギャラリー ☎253-7805 A-89 b3
第6回 青空風景画展 つゆの晴れ間の 
6/25～7/1［休］無し［内容］水彩
永光京子 個展
7/2～8［休］無し［内容］水彩
吉原重雅 個展
7/9～15［休］無し［内容］水彩
夏季彩展
7/16～22［休］無し［内容］油彩、水彩、版画

横浜本牧絵画館　（下記に広告あり） ☎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

横浜美術館 ☎221-0300 A-83 b2
モネ それからの100年
7/14～9/24［休］木曜（8/16は開館）［内容］モネ
の初期から晩年までの絵画25点と、後世代の26作
家による絵画、版画、写真、映像65点

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42回 神奈川独立美術展
6/26～7/2 ［B1F/2F/3F］
［主催］神奈川独立美術の会
［内容］油画を中心とした平面作品、100号～130号

約100点
第30回こうなん綜合美術展
6/27～7/2 ［1F］
［主催］こうなん文化交流協会美術部会
［内容］美術を愛好する港南区民を主とした幅広い

ジャンルの作品200点
瓢蟲社同人写真展 2018
7/3～7/9 ［3F］
［主催］瓢蟲社
［内容］写真作家14名による集団個展
JPA 第28回ブルーベイヨコハマ展
7/3～7/9 ［2F］
［主催］一般社団法人 日本写真作家協会
［内容］会員で京浜地区有志が1人150cmのスペー

スに大小複数自由展示
暮らしの原形（かたち）伊藤信幸写真展
7/3～7/9 ［1F］
［主催］伊藤信幸
［内容］中国の地方の街。人々の日常と暮らしをテー

マにした作品72点

彷徨いの街 大阪
7/3～7/9 ［B1F］
［主催］宮本 進
［内容］急ピッチに高層ビル街へと移り変わってい

く大阪の街と人々
第33回 21世紀国際書展
7/11～7/15 ［全展示室］
［主催］産経新聞社 横浜総局
［内容］県内を活動拠点とする書家の会派・流派を超

えた書道の公募展
横浜市こどもの美術展2018
7/20～7/29 ［全展示室］
［主催］横浜市民ギャラリー
［内容］横浜市在住・在学の0～12歳の子どもたち

から絵画を募集して、応募作品を全て展示。
見て、参加して楽しむ展覧会

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

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

やなせたかし《あんたが主役 港のマリンタワー》
1978年／アクリル、紙／ 102.7×72.4cm

●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11回 横浜山手の坂道と風景展 PART1
6/30～7/8［休］無し［内容］横浜山手の坂道と風景
をテーマにした絵画工芸展
第11回 横浜山手の坂道と風景展 PART2
7/14～22［休］無し［内容］横浜山手の坂道と風景
をテーマにした絵画工芸展
Blooming Clay art exhibition
7/26～30［休］無し［内容］池田直里個展。お花の
Clay art

art Truth ☎263-8663 A-⑥ b5
中村景児 個展
6/21～7/1［休］火曜［内容］ロングセラー絵本「グ
リーンマントのピーマンマン」作画の中村景児氏の
エアブラシ作品
浅倉田美子 個展
7/4～9［休］無し［内容］イラストレーターによる水彩
Painter kuro個展
7/11～16［休］無し［内容］アクリル画による抽象
画とドローイング
墨の魅力展
7/18～23［休］無し［内容］数名の作家による墨を
使って描いた絵画
矢合直彦 作陶展
7/25～8/5［休］火曜［内容］動物や家、花などを描
いた陶器作品 

ATELIER K・ART SPACE ☎651-9037 A-⑩ c4
神田毎実展－価値について2018 変容と生成－
7/14～29［休］月曜［内容］様々なオブジェを組み
合わせた作品によるインスタレーション 30点 

岩崎ミュージアム・ギャラリー ☎623-2111 A-⑫ b5
吉田直展－開かずの間 Part.2－
6/6～7/1［休］月曜［内容］「寄木作り」で木彫りの
人物像を制作している彫刻家による個展
エリスマン邸 ☎211-1101 A-⑭ b5
アートの仲間展
7/7～10［休］無し［内容］絵画
くじらとかもめ ペンスケッチグループ展
7/13～16［休］無し［内容］絵画

神奈川近代文学館 ☎622-6666 A-⑯ b5
企画展「生誕150年記念 詩人大使ポール・クローデ
ルと日本展」
5/19～7/16［休］月曜［内容］20世紀フランスを代
表する劇作家・詩人と、日本との関係に焦点を当てる
企画展「没後10年 石井桃子展－本を読むよろこび－」
7/21～9/24［休］月曜（9 /17、24 は開館）［内容］
児童文学の研究、先駆的な家庭文庫の開設などで世
界に大きな影響を与えて2008年に101歳で亡く
なった石井桃子の仕事の軌跡をたどる

神奈川県立金沢文庫 ☎701-9069 C-⑤
特別展「御仏のおわす国－国宝称名寺聖教がつむぐ
浄土の物語－」
5/11～7/8［休］月曜［内容］様々な浄土の物語を国
宝や重文からひもとき、信仰の表れを絵画や彫刻に
て紹介

特別展「安達一族と鎌倉幕府 －御家人が語るもうひ
とつの鎌倉時代史－」
7/20～9/17［休］月曜［内容］蒙古襲来の危機に北
条時宗を支え、鎌倉の政治と宗教の両面において多
大な影響を与えた安達泰盛とその時代を紹介

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
企画展「彩りの島々インドネシア－魅せる染織と
人々の暮らし」
7/14～9/24［休］祝日除く月曜［内容］40年以上
に渡ってインドネシアの染織研究を続けてきた渡
辺万知子氏のコレクションを中心にバティックや
イカットなどの染織作品、ワヤン（影絵人形）等民
芸品を展示

神奈川県立歴史博物館 ☎201-0926 A-⑳ b3
特別展「神奈川県博開館51周年記念 つなぐ、神奈
川県博－Collection to Connection－」
4/28～7/1［休］月曜［内容］前身の「神奈川県立博物
館」開館から51年目となることを記念する特別展

画廊 AKIRA-ISAO ☎264-4835
ロコ・サトシ画業40展
7/2～28［休］無し［内容］お世話になったあの場所
写真パネル展示
  
画廊 楽 ☎681-7255 A-㉒ c4
JAN展
6/25～7/1［休］無し［内容］油彩、日本画、水彩、ミ
クストメディア（会場：楽Ⅰ＆Ⅱ）
サロンドプランタン展
7/2～8［休］無し［内容］油彩（会場：楽Ⅰ）
ブランカの会
7/9～15［休］無し［内容］油彩、水彩、ミクストメ
ディア（会場：楽Ⅰ）
本田一誠 水墨画展
7/16～22［休］無し［内容］水墨画（会場：楽Ⅰ）

ギャラリー伽羅 ☎842-1428 C-⑦
手作りきゃらSHOP 
7/3～21［休］日曜、月曜［内容］着物・浴衣・帯のリ
フォーム服やバッグ・アクセサリー等

ギャラリーこやま ☎545-1105 B-⑥
郷田数夫 個展
7/21～27［休］無し［内容］風景と静物・人物の油絵

ギャラリーダダ ☎461-1533 A-㉘
大坪和廣 作品展
6/27～7/3［休］無し［内容］国内外の風景
AKC100作品展
7/4～10［休］無し［内容］赤坂孝史水彩画教室生徒
作品
玉神輝美 出版記念展覧会
7/11～17［休］無し［内容］今年出版された技法書
と写真集の原画展
玉神輝美とMoonlit Garden～６人のArtist Best 
Selection展
7/11～17［休］無し［内容］玉神輝美の生徒６人の
アーティストによる水彩、パステル画 等
平澤薫 水彩画展
7/18～24［休］無し［内容］四季折々の風景
油絵グループ展
7/18～24［休］無し［内容］磯村由季他５人グルー
プによる作品展
おかもとゆみ作品展
7/25～31［休］無し［内容］水彩色鉛筆画
伊藤梢アートフラワー展
7/25～31［休］無し［内容］花の美しさをいつまでも

ギャラリーぴお B1 ☎681-5122 A-㉛ b3
第38回クロッキー土曜会研究展
7/5～10［休］無し［内容］ラフ・クロッキー勉強会
の展覧会

越畑喜代美 日本画展
7/12～21［休］7/17［内容］身近な草花をモチーフ
にした作品
真昼にも輝く星たち展
7/24～29［休］無し［内容］洋画・日本画グループ展

東急百貨店たまプラーザ店 4階アートサロン
 ☎903-2441 B-⑮
阿部幸洋 絵画展 
6/28～7/4［休］無し［内容］光をテーマに制作を続
ける作家の新作版画。銅板、木版、リトグラフ、カー
ボランダム等

鶴見画廊 ☎584-7208 B-⑬
第73回ハマ展 鶴見画廊賞受賞記念二人展
7/4～9［休］無し［内容］受賞者 （日本画）竹見千惠
子、（洋画）香取恭三

た行

仲通りギャラリー ☎211-1020 A-52 b3
第４回 文月の会
7/9～14［休］無し［内容］14名・各2点。油彩、水彩、
立体
第１回 水彩プチパン展
7/17～28［休］無し［内容］水彩約100点。第7回横
浜開港アンデパンダン展 サインスポット展
西山彰展
7/30～8/4［休］無し［内容］立体、版画、インスタ
レーション

近藤裕久 作陶展
7/5～11［休］無し［内容］岐阜県美濃の山中に工房
を構える作家の花入、水指、茶碗、酒器、食器等を展
示販売
Blue Collection
7/12～18［休］無し［内容］白壁に青系の作品を展
示。爽やかな空間を演出するアートの提案
片岡操 ガラス工芸展
7/19～25［休］無し［内容］箔を使用した作品等
アートサロン サマーセール
7/26～8/8［休］無し［内容］若手から巨匠作家まで
の日本画、洋画、モダンアートのアートセール

な行

は行

三溪園 ☎621-0635 C-⑨
朝顔展
7/27～31［休］無し 
　
そごう横浜店美術画廊 ☎465-5506 A-50
若き才能が描く バレエアート展
6/26～7/2［休］無し［内容］絵画
島田文雄 作陶展
7/3～9［休］無し［内容］陶芸
石田朱日子 日本画展
7/3～9［休］無し 
楚里勇己展－rhythmic flowers－
7/10～16［休］無し［内容］日本画
「粋(スイ)」展－次世代のクラフト・アート－
7/10～16［休］無し［内容］立体
加来万周 日本画展
7/17～23［休］無し
クリスティーナ・セッラ絵画展
7/17～23［休］無し
川又聡 日本画展
7/24～30［休］無し
栗田保久・谷祥一 ガラス展 
7/24～30［休］無し
生誕110年 東山魁夷版画展
7/31～8/6［休］無し

松山修平展
7/18～31［休］7/22［内容］平面絵画
　
ぎゃるりじん＆Chiyo’s ☎681-5900 A-38 c4
三友周太
6/19～7/1［休］月曜［内容］インスタレーション
ダバート
7/3～8［休］無し［内容］クレヨン、水彩
天野汲
7/10～15［休］無し［内容］ミクストメディア

gallery fu ☎070-6429-8597 A-33 c5
迷宮の悪夢
7/13～29［休］ 月曜［内容］美しさの奥にある「恐
怖」がテーマ。グループ展。平面、立体
　
ギャラリーミロ ☎251-5229 A-34 c3
恵昇会日本画展
6/25～7/1［休］無し［内容］第14回を迎える小島
昇先生の教室展
現代かながわ美術小品展
7/2～8［休］無し［内容］現代かながわ美術協会会員
による工芸、彫刻、絵画
モデラート展 Part1 
7/9～15［休］無し［内容］上田耕造先生の教室展。
クロッキー＆木曜ーから水彩クラス
モデラート展 Part2
7/16～22［休］無し［内容］上田耕造先生の教室展。
油彩＆水曜夜クラス
モデラート展 Part3
7/23～29［休］無し［内容］上田耕造先生の教室展。
スケッチ＆水曜水彩クラス
色波展
7/30～8/5［休］無し［内容］横浜国大OGによるグ
ループ展。水彩、イラスト、手作りバッグ等
　
ギャルリーパリ ☎664-3917 A-37 b4
野沢二郎展
6/30～7/14［休］日曜［内容］平面絵画

さ行

みつい画廊 ☎261-3321（ハヤカワ画材店） A-67 c3
アトリエ吉田町主催 こどもアート・デッサン展
7/9～15［休］無し［内容］平面、立体 約50点
小山栄展
7/16～22［休］無し［内容］水彩等 約25点
第41回DAN展
7/23～29［休］無し［内容］絵画、版画 ガラス 工芸等

みなとみらいギャラリー ☎682-2010 A-68 a2
第23回 県展女流選抜展
6/26～7/2［休］無し［内容］絵画、グラスアート
第30回アトリエ15展
6/26～7/2［休］無し［内容］絵画
こども造形教室アトリエ・アルバス展
6/27～7/1［休］無し［内容］絵画、工作
小野仁良と木だまの会 水彩画展
7/3～9［休］無し
第９回 我流スケッチ会報告展 
7/3～9［休］無し［内容］絵画
港町横浜
7/4～9［休］無し［内容］写真
笹倉かんせい絵画展
7/10～16［休］無し
聖ヨゼフ学園 中学・高等学校芸術展
7/11～16［休］無し［内容］絵画、書道等
BWL写真展「五感」～FiveSenses～
7/11～16［休］無し
絵手紙と日本画展
7/17～23［休］無し
清涼夏衣－涼をよぶ夏きもの－
7/17～23［休］無し［内容］着物、帯、小物等
第５回スタジオAnge～アンジュ～トールペイント
作品展
7/18～22［休］無し
ルリ工房 ハワイアンキルト展
7/24～30［休］無し
第３回まちを楽しくするストリートファニチャーコ
ンペティションデザイン
7/24～30［休］無し［内容］ストリートファニチャー
（屋外装置物）のデザインコンペ作品
朝日カルチャーセンター横浜デジタル写真講座「四
季を写す」受講生グループ写真展『Yokohama+』
7/25～30［休］無し

ブラフ18番館 ☎662-6318 A-65 c5
想Ⅱ～想いを伝える写真展～
7/3～8［休］無し

ま行

f.e.i art gallery ☎325-0081 A-61
涼を愛でる vol.5 －ぷち ぽち－
7/4～24［休］土曜、日曜、祝日［内容］作品を通して
夏の「涼」を提案。安藤麻衣子・飯田浩丈・川島かおり・
柴田菜月・手塚えりか・松村淳（ガラス・陶・苔・多肉）
協力・苔むすび

猫も杓子も展
7/30～8/10［休］土曜、日曜、祝日［内容］テーマは
猫。平面、立体、刺繍等。高橋 邑木・しょうじこずえ・
関 雅治・久野悠・渡部仁美 他

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA 
 ☎411-5031 A-62
港ヨコハマ夏の市 2018
7/3～22［休］月曜［内容］ガラス、陶芸、染織、絵画、
版画、写真等、作家26名によるグループ展 

横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場
 ☎771-1212 C-⑯
二水会展
6/27～7/3［休］無し［内容］水彩

横浜市港南区民文化センター ひまわりの郷
 ☎848-0800 C-⑲
パステル桜作品展
6/29～7/4［休］無し［内容］花や風景を描いたパス
テル画。会員40名による約80点。体験あり要予約

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7回 寿楽彩グループ展(水彩画展)
6/27～7/3［休］無し［内容］永井勝講師指導による
30名の六年目の展示会。佐藤寿美子、宮下和子、加
藤照子 他

横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ 
 ☎866-2501 C-㉒
フォトサークル「オーロラ」・サンフォーカス'94合
同写真展
6/26～7/2［休］無し［内容］2グループの仲間31
名による写真約75点
みずえの会 水彩画展
7/3～7/9［休］無し［内容］個性を生かして描く絵
の仲間たちによる水彩画
第26回 戸塚フォトクラブ写真展
7/11～16［休］無し［内容］ネイチャー、風景、スナッ
プ、人物等
～東で出逢った書家と画家～三國盈花・酒井茂 二
人展
7/24～30［休］無し［内容］書と油絵各約20点のコ
ラボ

横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-㉑
濱﨑道子となかまたち展
6/27～7/2［休］無し［内容］書道と音楽、太極拳と
のコラボと中央アジア5ヶ国の子どもたちの絵の
展示。約50点
第3回あおば美術公募展
7/6～16［休］無し［内容］青葉区内で活動する方の
絵画から入賞･入選作品を展示。約170点
第39回 神奈川東京新制作絵画展
7/17～22［休］無し［内容］油彩中心。約70点
あざみ野こどもぎゃらりぃ2018
7/27～8/5［休］無し［内容］様々なかたちでアー
ティストや表現に出会う子どものための展覧会。出
品作家の展示や、子どもたちが撮影した写真等。体
験コーナー、ワークショップの他、関連イベントも
開催

横浜市吉野町市民プラザ ☎243-9261 C-㉔
第1回 大人の塗り絵展覧会
6/27～7/1［休］無し［内容］大人の塗り絵コンテス
ト入賞・入選作と生徒の作品、約80点

横浜市歴史博物館 ☎912-7777 B-㉒
企画展「君も今日から考古学者！－横浜発掘物語
2018」
4/7～7/1［休］月曜（祝日・振替休日の場合は翌平
日)［内容］横浜市域から出土した資料から、考古学
の世界を分かりやすく紹介
明治150年記念企画展 「戊辰の横浜 名もなき民の
慶応四年」
7/21～9/9［休］月曜（祝日・振替休日の場合は翌平
日)［内容］慶応四年（明治元年、1868年）の戊辰戦
争時、横浜市域や周辺の村々の実態を地元の資料か
ら探る企画展

横浜髙島屋美術画廊 ☎311-5111 A-77
フランスのアトリエから40数年…元村平展
6/27～7/3［休］無し［内容］洋画
～日本の美～白井松丘 蒔絵展
6/27～7/3［休］無し
吉田伊佐展
7/4～10［休］無し［内容］洋画

山手234番館 ☎625-9393 A-69 b5
阿久津冴子 個展 
6/28～7/3［休］無し［内容］絵画
「街の会」水彩教室
7/5～10［休］無し 
Collage Art きりがみ絵 KIELA 作品展
7/12～17［休］無し
横浜ばら会写真部 写真展
7/26～31［休］無し

横浜開港資料館 ☎201-2100 A-72 b4
金属活字と明治の横浜－小宮山博史コレクションを
中心に－
4/27～7/16［休］月曜（祝日の場合は翌平日）[内容] 
活版印刷の日本への伝来の経緯と、横浜における普
及の歴史をたどる

横浜市旭区民文化センター サンハート
 ☎364-3810 C-⑭
アートシュウ絵画教室・絵画展
6/26～7/2［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
第11回 泉区美術会展
7/10～16［休］無し［内容］泉区在住または、活動拠
点がある方の公募展

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。

手塚えりか

池田直里

野沢二郎《風が止んで》405×182㎝

阿部幸洋《丘の上》油彩F6号


