横浜人形の家
☎671-9361 A夢のドールハウス＆ドール〜12 分の 1 の世界〜
7/7〜8/26［休］月曜（祝日の場合は開館、翌日休館）
［内容］15 名の作家による 12 分の 1 サイズのドー
ルや服、小物の展示、同館が所蔵するドールハウス
やミニチュアのお店などを紹介
横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A第 52 回 錬心社書作展
8/31〜9/2［休］無 し［内 容］主 催＝錬 心 社（代 表・
北見琢也）

スナッチとおどろう！

横浜美術館
☎221-0300 A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

や行

ギ ャ ラ リ ー

ら行
リーブギャラリー
☎253-7805
第 24 回 彩友会展
8/27〜9/2［休］無し［内容］パステル画

親子でダンスパーティー★

A-

参加者大募集！

日時：8 月 25 日 ( 土 ) 13：30 〜 15：30
講師：砂山典子（ダンサー、パフォーマンスアーティスト、振付家）
対象・定員：小学 1 〜 6 年生と保護者 30 組（抽選）
参加費：一組 1,000 円
会場：横浜市民ギャラリー展示室 B１
申込締切：8/11( 土 ) 必着 ※定員に満たない場合は前日まで電話受付有
申込方法：往復はがき、ホームページの申込フォーム、直接来館
後援：横浜アーツフェスティバル実行委員会
※詳しくはお問い合せください
横浜市民ギャラリー 045-315-2828
横浜市民ギャラリー展覧会情報

☎315-2828

横浜百景展
8/1〜8/6
［1F］
［主催］JYU
［内容］横浜の失われゆく風景のスプレー画と、横浜
ゆかりの作家作品展
ラビッツファミリー展覧会
8/1〜8/5
［B1F］
［主催］ラビッツ
［内容］障がいのある子供たちと絵のなんでも屋さ
んと夢ある立体作品たち
エアー・シャワー・アワー
8/8〜8/13
［B1F］
［主催］藤倉麻子、磯部蒼、長田雛子、西片例、早川翔人
［内容］映像やインスタレーションを用いた 5 人の
作家によるグループ展
第 67 回 浜書展
8/15〜8/19
［全展示室］
［主催］横浜書道連盟
［内容］67 回を迎える書道の公募展。一般部・学生部
約 400 点

め ぐ り

2018 年

8

月号

横浜市民ギャラリーの収蔵作品を毎月紹介します

※会期・時間等は事前にご確認ください

偉大なる芸術家の思い出
〜没後 10 年山岡優子先生を偲んで
8/21〜8/27
［2F］
［主催］山岡優子先生をいつまでも慕う会
［共催］横浜市民ギャラリー
［内容］横浜を代表するピアニストである山岡優子
の功績や思い出を、写真や楽譜、演奏会プロ
グラム、音楽で辿る
サトウタカシ展
8/22〜8/27
［1F］
［主催］サトウタカシ
［内容］お祭り、救助、戦争、人物、風景、仏像など水
彩画 42 点
第 61 回 太平洋神奈川展（公募・巡回展）
8/28〜9/3
［全展示室］
［主催］太平洋美術会 神奈川支部
［内容］県内最大級の公募、巡回展。絵画、彫刻、版画、
染織 約 250 点

市川勉《ボスポロス海峡を臨む》
1976 年／油彩、キャンバス／ 60.8×72.5cm

●ホームページで作品解説をご覧いただけます

ギャラリーめぐり

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 2018 〜
2019」
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 2018〜2019」に対応しています。

あ行
art Truth
☎263-8663 A-⑥
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
山本尚俊 個展
8/17〜21［休］無し［内容］油彩
糸井邦夫 情景画展
8/23〜9/2［休］火曜［内容］アクリル、油彩
ATELIER K・ART SPACE
☎651-9037 A-⑨
12 名の作家による版画展−旅−
8/18〜31［休］月曜［内容］秋山潔、大森澪、工藤正
枝、五島三子男、佐々順子、笹井祐子、菅沼稔、関水
由美子、達和子、津田恵子、中村陽子、幡谷フミコ

画廊 楽
☎681-7255 A-㉑
現代水墨画作家展
8/20〜26［休］無し［内容］水墨画（会場 画廊楽Ⅰ）
瀬谷区美術展
8/27〜9/2［休］無し［内容］油彩・水彩（会場 画廊
楽Ⅰ＆Ⅱ）
ギャラリーダダ
☎461-1533
彩の響宴
8/1〜7［休］無し［内容］水彩画グループ展

C-②

柴崎敏子 油彩画展
8/1〜7［休］無し［内容］賑やかな花
ギャラリーダダ アートフェスティバル
8/8〜14［休］無 し［内 容］今 年 17 回 目 の 公 募 展。
100 点

岩崎ミュージアム・ギャラリー ☎623-2111 A-⑪
マイティサミット 2018 こどもミラクル
7/19〜8/5［休］月曜 ( 祝日の場合は翌日 ［
) 内容］画
業 40 周年を迎えた、横浜を代表するウォールぺイ
ンターであるロコサトシの個展

パソコンで描く水彩画展
8/15〜21［休］無し

齋藤眞紀展〜Terra dos Sonhos（夢の国）
〜
8/8〜26［休］月曜 ( 祝日の場合は翌日 ［
) 内容］ポル
トガルのスケッチ旅行の記憶から紡ぎ出された抽象
作品

二人展（小林貴子ほか）
8/29〜9/4［休］無し［内容］色鉛筆とリトグラフ

エリスマン邸
☎211-1101 A-⑬
第 12 回エリスマン邸絵画公募展『The 横浜』
8/1〜7［休］無し
和布と糸との出逢い
8/17〜19［休］無し［内容］和布とニットの組合せ

か行

友軌展（油絵教室）
8/22〜28［休］無し

gallery fu
☎070-6429-8597 A-㉛
時間と空間を飛び越えたグループ展「ブルースカイ・
ホール」
（1945 年夏のビリーとエミに捧ぐ）
8/3〜15［休］月曜［内容］20 代若手美術家による
平面作品等
青島綾音「landscape」
8/24〜9/1［休］月曜［内容］2018 年多摩美術大学
美術学部芸術学科を卒業した作家の gallery fu にお
ける 2 回目の個展

ぎゃるりじん＆Chiyoʼ s
詩とイラスト 醍醐・石川
8/7〜12［休］無し

☎681-5900

A-㊱

さ行
そごう横浜店美術画廊
生誕 110 年 東山魁夷 版画展
7/31〜8/6［休］無し

☎465-5506

C-④

神奈川県立地球市民かながわプラザ（あーすぷらざ）
☎896-2121 B-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

杉浦幹男 油絵展
8/7〜13［休］無し
塩田満男 油絵展
8/7〜13［休］無し
染め・織り きもの秀作展
8/14〜20［休］無し
茶道具逸品展
8/21〜27［休］無し

仲通りギャラリー
☎211-1020 A-㊼
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

上賀茂流真多呂人形 漣会 作品展
8/31〜9/2［休］無し［内容］木目込人形

や行

は行

第 6 回 FEI PRINT AWARD 準大賞者展 門馬英美
−光をとらえる時間−
8/27〜9/7［休］土曜、日曜、祝日［内容］シルクスク
リーンによって柔らかな色彩で描かれた作品世界

田中清貴 木工展
8/28〜9/3［休］無し

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-㉓
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

ルカ・チュフォレッティ作品展
8/9〜15［休］無し［内容］音楽と絵画が融合する世界

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA

☎411-5031 C-⑥
伊東敏光展
8/1〜12［休］月曜［内容］風景の持つ人格や生命感
を、古材を素材とした彫刻で表現

Birthplace Art 2018 多摩美校友会 神奈川支部展
8/19〜26［休］無し［内容］大学卒業後、神奈川県在
住、在勤、出身の作家が学科や世代を超えて集まる。
絵画、彫刻、陶、テキスタイル等
A-

幸せを呼ぶ筆文字 “幸書”「私の歳時記」
8/17〜21［休］無し［内容］筆文字作品展
童画を楽しむ。第 7 回みなとまち童画の会展
8/23〜28［休］無し

鈴木英人展
8/9〜14［休］無し［内容］最新作を含む原画・版画
の傑作 100 余点を展示販売
レオナール・フジタ展
8/16〜29［休］8/22［内容］1913 年、26 歳でフラ
ンスにわたりエコール・ド・パリの画家たちと交流。
西洋画壇に絶賛された作家の作品展

レオナール・フジタ《カフェ》リトグラフ

楯とおる作品展
8/30〜9/5［休］無し［内容］青をテーマに、モチーフ
の動物など、作品と対峙し製作を続ける作家の作品

2018 年 第 20 回 佐野登志子 七宝美術協会展
8/28〜9/3［休］無し［内容］七宝焼きの壺、皿、額絵
等 約 50 点

横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場

まだ、そこにいて
8/29〜9/3［休］無し［内容］1998 年からのフィル
ム写真 50 枚

☎771-1212

第 3 回 鎌倉彫刻展＆第 1 回篆刻展
8/1〜5［休］無し［内容］平形涼峰、他 10 名

B-㉛

横浜市岩間市民プラザ
☎337-0011 B-㉝
ぼくのわたしのお絵かきあそび！
8/2〜9［休］無し［内容］岩間保育園、天王町保育園、
ベネッセ保育園の園児の作品 約 90 点

☎511-5711

B-㊳

みつい画廊
☎261-3321（ハヤカワ画材店） AY Blue green Arts
8/19〜25［休］無し［内容］Y 校美術部、書道部によ
る展示。書、絵画、デザイン、写真、手芸等

サルビア写真展 2018
8/11〜19［休］8/15［内容］横浜で撮ったプリント、
デジタル部門の写真公募展。サルビア写真教室の作
品展も同時開催

みなとみらいギャラリー
☎682-2010
第 10 回記念 墨州院横浜展『進 susumu』
8/1〜5［休］無し［内容］書道

横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ

A-

MARC NEMOT 展
8/14〜19［休］無し［内容］現代アート
昼食同好会 第 2 回グループ展「おつり展」
8/15〜20［休］無し［内容］写真、書道、映像作品
第 2 回 NHK 学園 四季の写真展
8/22〜27［休］無し

横浜バードカービングクラブ作品展
8/28〜9/3［休］無し［内容］会員 50 人の野鳥の彫
刻 約 100 点

☎805-4000 B-㉚
第 24 回 北條怜 水彩画展
8/22〜28
［休］
無し
［内容］この一年間の作品 約50点

横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール

ま行

しんえいフォトクラブ第 21 回写真展
8/21〜26［休］無し［内容］メンバーによるカラー
とモノクロ写真 約 60 点

たまプラ天使の作品展
8/22〜26［休］無し［内容］水彩、アクリル画、工作、
共同制作等 3 歳から小学 6 年生の作品 約 200 点

横浜市大倉山記念館
☎544-1881 B-㉞
夏の大倉山記念館さんぽオープンギャラリー
8/1〜19［休］8/13［内容］大倉山記念館の独特な
歴史や価値を映像やパネルで紹介

こどものあとりえ展
8/24〜26［休］無し［内容］絵画展

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

アートスペース・オー 第 24 回クロッキーの会＆第
11 回アートの会作品展
8/22〜26［休］無し［内容］クロッキー、油彩、水彩、
アクリル、パステル、版画、陶器等 約 250 点

フェローアートギャラリー 〜谷村虎之介展〜
8/17〜28
［休］
無し
［内容］
2017年にエイブル･アー
ト･アワードを受賞した作家の絵画作品18 点を紹介

小杉尚彦展（コスギアキヒコ）
8/7〜13［休］無し［内容］絵画・版画

小野友三展
8/21〜9/1［休］日曜［内容］顔料とアルミ板を使っ
た現代の日本画

古写真・絵葉書にみる幕末・明治の世界
8/9〜14［休］無し［内容］NPO 法人 横浜山手アー
カイブス。パネル展示

横浜市泉区民文化センター テアトルフォンテ
門馬英美《where is》シルクスクリーン /2017 年

大日本花道協会「花展」
8/3〜5［休］無し［内容］生け花

高嶋英男《空壺の鳥》2016 陶／釉薬／箔／ H12×14×5cm

A-

山手 111 番館
☎623-2957 A遠藤あんり作品展
8/24〜29［休］無し［内容］イラスト、写真、羊毛作品

ルカ・チュフォレッティ《赤 4c》

ギャルリーパリ
☎664-3917 A-㉟
高嶋英男・川島弘子「点と穴」展
8/3〜19［休］日曜［内容］異なる背景を持つ２人の
作品の特徴を「点と穴」というキーワードとともに
結びつけて構成

☎625-9393

青二会 日本画展
8/28〜9/3［休］無し

ヨーロッパの風景とお祭り（PartⅡ）
8/18〜19［休］無し［内容］写真展

ギャラリーミロ
☎251-5229 A-㉜
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

山手 234 番館
甲南大学 39 会有志写真展
8/2〜7［休］無し

和紙ちぎり絵展
8/30〜9/4［休］無し

ブラフ 18 番館
☎662-6318
ヨーロッパの風景とお祭り（PartⅠ）
8/11〜12［休］無し［内容］写真展

青島 綾音《No title》2015 年制作（参考作品）

横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-㊷
ショーケースギャラリー 染谷聡展
7/14〜9/17［休］8/27［内 容］蒔 絵（ま き え）や 螺
鈿（らでん）等 伝統的な漆の加飾技法を探究する作
家による展示

日本風景を描く洋画三人展
8/21〜27［休］無し

神奈川県立歴史博物館
☎201-0926 A-⑱
特別展「明治 150 年記念 新明解・明治美術 増殖す
る新メディア−神奈川県立博物館 50 年の精華−」
8/4〜9/30［休］月曜（9 /17、24 は開館）
［内容］明
治 150 年を記念し、絵画、彫刻、印刷を中心に新た
な時代の息吹を紹介
☎264-4835 A-⑲
画廊 AKIRA-ISAO
ロコ・サトシ画業 40 展
8/1〜10［休］無し［内容］ウオールペイントの創始
者でもある作者の近作

知遊会展
8/28〜9/3［休］無し［内容］油彩、水彩

f.e.i art gallery
☎325-0081 C-⑤
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・渡辺仁美 他

神奈川近代文学館
☎622-6666 A-⑮
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日本
児童文学の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 B-⑤
特別展「安達−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

な行

☎866-2501

B-㊵

とつかアートプロジェクト企画「コラボ展」
8/17〜19［休］無し［内容］着物リメイク、トールペ
イント、油彩画の 3 グループによる作品展
フォトサークル「しゃらく」フォトサークル「しゃ
らく２」合同写真展
8/21〜27［休］無し［内容］２グループの仲間によ
る自由作品とサバンナの動物たち
悠遊会水彩画展・風景画
8/28〜9/2［休］無し［内容］藤森先生受講生の水彩
約 100 点

横浜市歴史博物館
☎912-7777 B-㊺
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
茶道具特別奉仕会展
8/1〜7［休］無し

☎311-5111

C-⑨

曜変天目 瀬戸毅己展
8/1〜7［休］無し［内容］陶芸
狩俣公介 個展−清風名月−
8/8〜14［休］無し［内容］日本画
髙島屋美術部創設 110 年記念 萩 次世代の陶
−岡田泰、田原崇雄、坂倉正紘、新庄紹弘、坂悠太−
8/8〜14［休］無し
第 30 回記念 さがみ工芸会展−啐啄と題して−
8/15〜21［休］無し
木下めいこ展
8/15〜21［休］無し［内容］日本画
髙島屋美術部創設 110 年記念 渡辺信喜展
−うたの原風景−
8/22〜28［休］無し［内容］日本画
服部睦美展
8/22〜28［休］無し［内容］立体
伊藤北斗展
8/29〜9/4［休］無し［内容］工芸
黒岩知里展
8/29〜9/4［休］無し［内容］日本画

