☎315-2828

moun/age
12/25〜1/7（12/29〜1/3 は休館）
［3FB］
［主催］伊藤 二朗／森田 友希
［内容］山をモチーフにした写真、及び映像のエキシ
ビジョン
「Memento〜見えないものをさがす 安らかな未来
への記録〜」
12/25〜1/7（12/29〜1/3 は休館）
［1F］
［主催］夫馬孝グループ
［内容］写真展 山口 賢一
Expression 夫馬孝展
アートって何だろう…表現の自由を求めて
12/25〜1/7（12/29〜1/3 は休館）
［B1F］
［主催］夫馬孝グループ
第 7 回 横浜開港アンデパンダン展
1/8〜1/14
［全展示室］
［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
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
1/16〜1/22
［全展示室］
［主催］横浜市教育委員会事務局 指導部 指導企画課
［内容］横浜市立学校の児童生徒の書写作品

横浜

横浜市民ギャラリー展覧会情報

※会期・時間等は事前にご確認ください

平成 30 年度 横浜市立学校総合文化祭 図画工作・美
術・書道作品展
1/24〜1/28
［全展示室］
［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・高等・特別支援・義務教育
学校児童生徒作品展
第 31 回 神奈川書家三十人展
1/30〜2/4
［3F］
［主催］神奈川新聞社
［内容］神奈川県を代表する書家30人の新作を展示。
ギャラリートークも開催
神奈川県高等学校 定時制通信制生徒作品展
1/30〜2/4
［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
第 31 回 川へのドア展
1/30〜2/4
［1F］
［主催］川へのドア
［内容］横浜国立大学美術科の卒業生たちのグルー
プ展。絵画 50 点
上田順平 個展「シン / エン」
1/31〜2/17
［B1F］
［主催］イムラアートギャラリー
［共催］横浜市民ギャラリー
［内容］器の起源から現代までの「用」を主題にした
多様な焼物による造形

ギ ャ ラ リ ー

め ぐ り

1

2019 年

月号

横浜市民ギャラリーの収蔵作品を毎月紹介します

安喰虎雄《かに》
1973 年／油彩、キャンバス／ 45.5×53.4cm

●ホームページで作品解説をご覧いただけます

1〜3 月は横浜市内で写真の祭典「フォト・ヨコハマ 2019」開催
ギャラリーめぐり

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 2018〜2019」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2019（1〜3 月）」開催中

あ行
art gallery, on the wind
☎251-6937 A-③
新春招福展 2019
1/12〜20［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
Art Gallery 山手
☎628-0267 A-④
Pick up color はなときのしずく色展
1/17〜27［休］1/23［内容］横浜美術大学（旧、横浜
美術短期大学）を卒業した７名の作家による展示。
植物の成長物語になぞらえて毎年色を選び、描く。
12 回目を迎える

神奈川県民ホールギャラリー ☎662-5901 A-⑯
神奈川県民ホールギャラリー企画展 ５ RoomsⅡけはいの純度
12/17〜1/19［休］年末年始（12/30〜1/4）
［内容］
目に見える現実の向こうにある「けはい」を探る。和
田裕美子、橋本雅也、七搦綾乃、スコット・アレン、
大西康明
神奈川県立金沢文庫
☎701-9069 B-⑤
特別展「顕われた神々−中世の霊場と唱導−」
11/16〜1/14［休］月 曜、年 末 年 始
（12/28〜1/4）
［内容］国宝・称名寺聖教の文字史料を美術作品とと
もに紹介
特別展「伊藤博文と金沢」
1/19〜3/10［休］月 曜（2/11 開 館）
、2/12［内 容］
明治の元勲達と金沢との関わりを、伊藤博文寄贈の
明治憲法関係資料、東屋資料などで紹介
ギャラリーこやま
☎545-1105 B-⑫
新春色紙作品展
1/11〜19［休］1/16［内 容］花、風 景、干 支、書。村
井勝岳、守屋柊雨、太田秀雄、都守太朗、森重悦子
続・色紙書画展
1/22〜26［休］無し［内容］ギャラリーこやまゆか
りの作家の色紙作品
gallery fu
☎070-6429-8597 A-㉛
飯田典子 個展 LOVE and Kisses for Valentineʼ s
DAY!!
1/22〜27［休］月曜［内容］仲良しカップルの輪が
世界を救う！飯田典子 gallery fu での初めての個展

A-⑩

岩崎ミュージアム・ギャラリー ☎623-2111 A-⑪
スージ・アンティック＆ギャラリー 2018 展
11/21〜3/3［休］月曜（祝日の場合は翌日）
、年末年
始［内容］ジュエリー、食器、銀器やカトラリー、タ
イル、生活雑貨等 西洋アンティークの魅力を紹介
☎211-1101

Hitomi Sakabe
1/29〜2/3［休］無し［内容］平面

さ行
三溪園
盆栽展
1/6〜20［休］無し

☎621-0635

B-⑰

そごう美術館
URUSHI 伝統と革新展
1/1〜27［休］無し

☎465-5515

C-③

そごう横浜店美術画廊
URUSHI 伝統漆芸作家展
12/31〜1/7［休］無し

☎465-5506

C-④

新春を彩る 吉祥絵画展
12/31〜1/7［休］無し［内容］日本画
茶道具逸品展
1/8〜14［休］無し
高松秀和 油絵展
1/8〜14［休］無し［内容］洋画

A-⑬

第 2 回フォトサークル展示会
1/18〜23［休］無し

万国橋ギャラリー
☎201-8103 A2019 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
12 名
f.e.i art gallery
☎325-0081 C-⑤
掌の宇宙展 −根付＆組紐−
1/15〜2/1［休］土曜、日曜、祝日［内容］日本独自の
手仕事にスポットを当てた展示。掌サイズの中に宇
宙のように深く広がる作品。出品作家：石井夢峰・
内田充・小淵俊夫・杉本富喜子・道明三保子・依田香
桃美

ギャラリー Lei OHANA
☎941-6169
Mahalo 展
1/1〜3［休］無し［内容］絵画、書道作品

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA

☎411-5031 C-⑥
新春まんぷく！お年賀展 2019
1/15〜2/3［休］月曜［内容］日本画、油彩、立体、陶
芸等、様々なジャンルの作家、総勢約 27 名による年
賀状をイメージした作品とともに作家それぞれの作
品が勢揃い

☎903-2441 B-㉓
迎春お宝市
1/2〜9［休］無し［内容］国内外の大家の作品から新
進作家までの作品を展示販売
古屋麻里奈（参考作品）

ま行

片岡球子《赤い富士》リトグラフ

井口由多可 ヨーロッパ風景小品展
1/10〜16［休］無し［内容］
「ヨーロッパ浪漫の旅」
をテーマにヨーロッパ各国の、自然と調和する美し
い街並みを描いた作品

神奈川近代文学館
☎622-6666 A-⑮
スポット展示「広津和郎と絵画〜近年の収蔵資料を
中心に〜」
12/8〜1/20
［休］
月曜
（1/14は開館）
、
年末年始
（12/28
〜1/4）
［内容］作家の没後 50 年を記念し、画家たち
との書簡や収集した絵画 約 30 点

岩見健二 油絵展
1/17〜23［休］無し［内容］古きよき時代の面影が
残るパリの街角、モダンな店等を描く作者の個展
川島弘子《思考する点》

渺渺展
1/24〜30［休］無し［内容］新進気鋭の日本画家グ
ループ展

紅花書道塾 25 周年展
1/24〜27［休］無し
浅井ミツヒロ展
1/29〜2/4［休］無し［内容］油彩・ペン画

横浜市吉野町市民プラザ
☎243-9261 B-㊹
第 63 回 夢育会書道展
1/9〜14［休］無し［内容］会員及び公募による一般
部、学生部の書道作品発表展

用−The craftistic mimesis−長谷川創展
1/30〜2/11［休］無し［内容］金属を主とする立体
造形作品

絵画展 髙の藤個展
1/18〜20［休］無 し［内 容］油 彩、水 彩、絵 手 紙、水
彩＋クレヨン画、陶器等

や行
山手 234 番館
☎625-9393
フォトクラブ GENKI 写真展 Vol.4
1/5〜8［休］無し

A-

丸山圭子 写真展 みやこに思ふいろどり
1/11〜15［休］無し
第５回 陶芸月曜会 作品展
1/17〜22［休］無し

みつい画廊
☎261-3321（ハヤカワ画材店） A第 32 回 グループ '88 展
1/6〜13［休］無し［内容］立体、水彩等 約 40 点
郷田数夫 個展
1/28〜2/3［休］無し［内容］油彩等 約 35 点
みなとみらいギャラリー
☎682-2010
富士写撮会 31「富士山」
1/8〜14［休］無し［内容］富士山の写真

横浜開港資料館
☎201-2100 A明治の戦争と横浜−伝わる情報、支える地域−
11/3〜1/27［休］月曜（祝日の場合は開館、翌日休
館）
、年末年始［内容］明治時代は国内外で武力が衝
突する戦争の時代。情報の伝達に注目しつつ、西南
戦争や日清・日露戦争と地域社会との関係を紹介
横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場

☎771-1212 B-㉛
第 18 回 佳絵留（かえる）グループ作品展
1/24〜28［休］無 し［内 容］油 彩、ア ク リ ル、水 彩、
日本、点描、エンピツ、ウッドバーニング他 寿康会
会員 10 名

横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-㊷
Fellow Art Gallery vol.32 臼井 祐太展
10/13〜1/10［休］年末年始（12/29〜1/3）
［内容］
東京都青梅市にある「工房 YUAI」で活動を続けてい
る作家のペン画を中心に紹介

B-⑭

ギャルリーパリ
☎664-3917 A-㉟
第 18 回 新春 21 世紀展
1/19〜2/2［休］日曜［内容］油彩、アクリル、平面、
立体

依田紀子 水彩画展
1/22〜28［休］無し

横浜赤レンガ倉庫 1 号館
☎211-1515 A第 18 回 福知山市 佐藤太清賞 公募美術展
1/25〜28［休］無し［内容］福知山市出身の文化勲
章受章者・故佐藤太清の意志を継ぎ、21 世紀の芸術
文化を担う人材の育成を目的として全国の高校生・
大学生中心に絵画を公募、本展は受章作品の巡回展
小淵俊夫《銀製帯留め》

百葉展
1/14〜20［休］無し［内容］日本画家による交流展

あざみ野フォト・アニュアル 平成 30 年度横浜市所
蔵カメラ・写真コレクション展 暗くて明るいカメ
ラーの部屋
1/26〜2/24［休］1/28［内容］横浜市所蔵カメラ・
写真コレクションを紹介。アーティストの野村浩を
ゲスト・キュレーターに迎えて開催

パラフォト展 横浜パラスポーツ写真展
1/24〜29［休］無し

東急百貨店たまプラーザ店 4 階アートサロン
ギャラリーミロ
☎251-5229 A-㉜
二紀会神奈川支部員による小品展 〜1 月展〜
1/7〜13［休］無し［内容］油彩、水彩、彫刻

か行

企画展・収蔵コレクション展 17「花田清輝展」
1/26〜3/10［休］月 曜（2/11 は 開 館）
［内 容］生 誕
110 年を記念し、1994 年以降ご遺族などから寄贈
された資料をもとにその足跡を紹介

は行

第 73 回 春の院展 入選者選抜展
1/22〜28［休］無し［内容］日本画

鶴見画廊
☎584-7208 B-㉑
平野俊一展
1/10〜19［休］1/15［内容］日本画（花の庭園のイ
メージ）
。たおやかな花の風情を描写

飯田典子《 LOVE and Kisses…》2017

マルカルニカ・ガート（ベナレス 印度）鈴木正道 写
真・絵画展
1/19〜29［休］1/23［内 容］マ ル カ ル ニ カ ガ ー ト
周辺の写真と絵画

人間国宝 釉裏金彩 吉田美統展
1/15〜21［休］無し［内容］陶芸

た行

ATELIER K・ART SPACE
☎651-9037 A-⑨
倉重光則展
1/12〜30［休］月曜［内容］光によるインスタレー
ション。素材 発光体、鉄

第８回 拓釣共楽展
1/16〜20［休］無し［内容］カラー魚拓

な行
爾麗美術
☎222-4018 A-㊿
STILL GOT PARIS 遠藤尚 写真展
1/5〜15［休］1/9［内容］1978 年に撮ったパリの
モノクロフィルム写真を 25 年後にプリント

香りの器展
1/29〜2/4［休］無し［内容］陶芸

旭ギャラリー
☎955-3388 B-②
新春絵画展
1/11〜27［休］無し［内容］人物、静物、風景 約35点

エリスマン邸
第 9 回 陶芸教室きらく展
1/11〜14［休］無し

A-㊱

藤城正晴 日本画展
1/29〜2/4［休］無し

鈴木ひろみ《花待つころ》木版画

1010 美術 1010Art Gallery ☎680-4033
望月厚介 個展 −溶融−
1/12〜27［休］水曜［内容］版、立体

ぎゃるりじん＆Chiyoʼ s
☎681-5900
元幼会 新春展
1/22〜27［休］無し［内容］水彩、クレヨン

A-

ファンタジック水彩画グループ展
1/15〜21［休］無し
多摩美術大学 工芸学科 ガラスプログラム3年 作品展
1/16〜20［休］無し［内容］ガラス作品

ショーケースギャラリー 保科晶子展
1/6〜3/24［休］1/28、2/25［内容］個人の記憶や
歴史を起点に、自身や他者の衣服などの私物を陶土
に封じ込めたり、かたどって焼成し作品化
第 61 回「明日への手」美術展［前期］
1/12〜13［休］無し［内容］幼児･小学生から大人ま
での平面、立体 約 1200 点
第 61 回「明日への手」美術展［後期］
1/19〜20［休］無し［内容］幼児･小学生から大人ま
での平面、立体 約 1200 点
あざみ野フォト・アニュアル
長島有里枝展 知らない言葉の花の名前 記憶にない
風景 わたしの指には読めない本
1/26〜2/24［休］1/28［内容］現代の写真表現を紹
介する企画展

横浜髙島屋美術画廊
☎311-5111
耀く森へ 猪熊佳子展
1/2〜8［休］無し［内容］日本画

C-⑨

百華繚乱
1/2〜8［休］無し［内容］絵画、立体、工芸
髙島屋美術部創設 110 年記念 画集刊行記念 瀧下和
之展
1/9〜15［休］無し［内容］絵画
市川透 陶展
1/9〜15［休］無し
髙島屋美術部創設 110 年記念 安田育代展 Cantare
la vita
1/16〜22［休］無し［内容］日本画
髙島屋美術部創設 110 年記念 東京藝術大学退任記
念 深井隆展 −在ることについて−
1/23〜29［休］無し［内容］彫刻
鈴木竹柏 百寿展 −画質の星霜−
1/23〜29［休］無し［内容］日本画
山岸大成展
1/30〜2/5［休］無し［内容］陶芸
伊藤みさと展
1/30〜2/5［休］無し［内容］日本画
横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A第 33 回 道展
1/17〜22［休］無し［内容］絵画展。主催＝道会（代
表・吉崎道治）
第 62 回 横浜書道連盟 同人展
1/24〜29［休］無し［内容］主催＝横浜書道連盟 会
長・前田聖峰
横浜美術館
☎221-0300 Aイサム・ノグチと長谷川三郎−変わるものと変わら
ざるもの
1/12〜3/24［休］木曜（3/21［木・祝］は開館）
、3/22
日
［内容］
彫刻家イサム・ノグチ
（1904-1988）
と画家・
理論家 長谷川三郎（1906-1957）
。ふたりの芸術家
の交友に焦点を当て、彼らが何を見、何を考え、何を
目指したのかを、ふたりが共に歩んだ 1950 年代を
中心に、ノグチ作品約50点、長谷川作品約70点を通
して明らかにする。会期中一部の作品展示替えあり
横浜本牧絵画館
☎629-1150 B-㊻
岩田榮吉の世界 フェルメールへの憧憬
10/20〜1/21［休］火 曜、年 末 年 始（12/28〜1/3）
［内容］油彩（写実絵画）
横浜ユーラシア文化館
☎663-2424 A博士の愛した中国陶磁 −美と技の 5000 年−
1/19〜3/31［休］月曜（祝日の場合は開館、翌平日
休館）
、年末年始［内容］書家、歌人、美術史研究者・
會津八一と東洋史学者・江上波夫。二人の博学の士
が愛した中国陶磁の数々から、数千年にわたる陶磁
器の歴史を展観し、その美と技を紹介

