横浜美術館
☎221-0300 A横浜美術館コレクション展 リズム、反響、ノイズ
1/4〜3/24［休］木 曜（3/21
［木・祝］
は 開 館）
、3/22
［内容］同時期開催の企画展に合わせて、クロスジャ
ンルな芸術家たちの交流と、20 世紀を通して現代
へと至る抽象的な美術表現の展開に焦点をあてる
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
［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）の出会いと交友
を通して有形無形の日本古来の文化遺産への理解と
創作意欲を刺激し合い、それぞれの作品を展開。ノ
グチ作品約 50 点、長谷川作品約 70 点
New Artist Picks 氷になる直前の、氷点下の水は、
蝶になる直前の、さなぎの中は、詩になる直前の、横
浜美術館は。―― 最果タヒ 詩の展示
2/23〜3/24［休］木曜（3/21［木・祝］は開館）
、3/22
［内容］有望な若手アーティストを紹介する「New

横浜市民ギャラリー展覧会情報

☎315-2828

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
グループ欅展
2/5〜2/11
［3FB］
［主催］欅会［内容］本牧の佐々木教室で学ぶ生徒 10
名による油彩展
第 39 回 公募静雅書展
2/5〜2/11
［2F］
［主催］静雅書道会［内容］書作品（漢字、かな、近代
詩文書、少字数）約 120 点
第 3 回 美しき仏たち
2/5〜2/11
［1F］
［主催］斉藤宏子仏画教室［内容］様々な仏の姿を軸、
額、厨子などに彩色。心をこめ表現

Artist Picks（NAP）
」シリーズ。2018 年度は、言葉
を用いて多種多様な表現活動をおこなう作家、最果
タヒ（さいはて・たひ）を取り上げる

横浜

や行

ギ ャ ラ リ ー

横浜みなと博物館
☎221-0280 A特集展示「宝船と七福神」
1/1〜3/24［休］月曜（祝日の場合は開館、翌日休館）
［内容］柳原良平が描いたテーマである宝船と七福
神の絵本の原画やリトグラフ等を公開

め ぐ り

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）
［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。二人が愛した中国陶磁器の
歴史を展観しその美と技を紹介

ら行

2019 年

リーブギャラリー
☎253-7805 A上原収二 新春水彩画展
1/21〜2/16［休］日曜［内容］ザ・デモンストレー
ション 2019
※会期・時間等は事前にご確認ください

第 15 回神奈川朝鮮中高級学校 美術部展示会
2/6〜2/11
［3FA］
［主催］神奈川朝鮮中高級学校［内容］企画展「
《在日
コリアン》を知らない在日コリアン」同時開催
横浜美術友の会 絵画教室受講生作品展
2/12〜2/17
［2F/3F］
［主催］特定非営利活動法人 横浜美術友の会［内容］横
浜市内最大の絵画教室。受講生 700 人の作品展
校外展
2/12〜 2/17
［1F］
［主催］東海大学 文化部連合会 写真部［内容］東海大
学文化部連合会写真部が毎年行っている学校外での
写真展

2

月号

横浜市民ギャラリーの所蔵作品を毎月紹介します

合同写真展 フォトʼ 19
2/19 〜 2/25
［全展示室］
［主催］フォト展実行委員会［内容］横浜を中心に神
奈川 / 東京の個性ある 19 団体による合同写真展
横浜国立大学教育人間科学部 書道ゼミ卒業制作展
2/26〜3/4
［3FB］
［主催］
横浜国立大学 教育人間科学部 書道ゼミ
［内容］
四
年生が学業の集大成として臨書大作と創作作品を展示
日本風景写真協会神奈川支部 第 15 回作品展彩時記
2/26〜3/4
［2F］
［主催］日本風景写真協会 神奈川支部［内容］日本の
風景をテーマにした写真展。全倍写真を 65 点

吉仲太造《夜》
1974 年／シルクスクリーン、油彩、キャンバス／ 91.7×116.8cm

●本作品は

「横浜市民ギャラリーコレクション展 2019 昭和後期の現代美術
−1964〜1989−」(3 月 1 日〜17 日、横浜市民ギャラリー展示室 1、B1）
に出品される予定です。
※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12 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。

加山又造と装飾の美展
2/14〜19
［休］無し［内容］文化勲章を受章し、国内
外で高い評価を得てきた作者の版画展
堀川貴永 作陶展
2/21〜27
［休］無し［内容］堀川ブルーの釉薬を駆
使した作品

山口牧子展
2/15〜28［休］日曜［内容］平面

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。

開催中
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）」

あ行
Art Gallery 山手
☎628-0267 A-④
第 10 回 猫・ねこ写真展 PART 1
2/8〜17
［休］
無し
［内容］
猫をモチーフにした９名の
写真家。大森裕、熊谷忠浩、クワイケイイチ、島村恵美、
先崎多栄子、ChiekoIshida、punkuma、三谷育生、やす
えひでのり

punkuma

第 10 回 猫・ねこ写真展 PART 2
2/22〜3/3
［休］
無し
［内容］猫をモチーフにした９名
の写真家。渥美大亮、荒木絢子、漆山俊樹、大塚義孝、
楞野明弘、Kiyochan、齋藤達也、平林佳代子、矢部一樹
1010 美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑩
樋口多衣子 個展
2/23〜3/16［休］水曜［内容］水彩、立体、ミクスト
メディア
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 ［
) 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

か行
神奈川近代文学館
☎622-6666 A-⑮
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

ギャラリー KAN
☎641-4751 A-㉔
「江戸ちりめんの押し絵展」
2/26〜3/10［休］月曜［内容］江戸末期から明治初
期のちりめんを使った羽子板、くま手、お雛様 額に
入った作品 約 50 点
ギャラリー伽羅
☎842-1428 B-⑪
手作りきゃら SHOP
1/29〜3/2［休］日曜、月曜［内容］着物・帯のリフォー
ム服やバック、ポーチ、スカーフ、アクセサリーやお
細工髪飾り、編みぐるみなど全て手作り作品
ギャラリーこやま
☎545-1105 B-⑫
はがき絵展
2/1〜8［休］2/6［内容］ギャラリーこやまゆかりの
作家の小作品
ギャラリーこやま記念絵画展
2/11〜17［休］無 し［内 容］油 彩、水 彩 23 点。太 田
秀雄、佐々木徹郎、田中かず彦、長見福一、宮下優一、
吉永孝夫、三枝慶子、佐藤理恵
ギャラリーぴお B1
☎681-5122 A-㉙
第 26 回神奈川県代表書家展 併催 第 12 回次代を担
う新進作家展
2/13〜19［休］無し［内容］神奈川県を代表する書
家による会派を超えた新春慶祝の展覧会
北海道芸術高等学校 横浜サテライトキャンパス「卒
業・進級制作展」
2/22〜24［休］無し［内容］マンガ・イラストコース、
美術コース、ファッションビューティーコース、美
容師コースによる作品
横浜絵画サロン絵画展
2/28〜3/5［休］無し［内容］会員による水彩画の展
示会。小品約 100 点
gallery fu
☎070-6429-8597 A-㉛
内山香織 写真展「Seamlessly 境界のない境界線」
（PHOTO YOKOHAMA2019 パートナーイベント）
2/1〜10［休］月曜［内容］写真作品のインスタレー
ション展示、ワークショップを通して、境界という
意識に作者の新たな視点を加える

神奈川県立金沢文庫
☎701-9069 B-⑤
特別展「伊藤博文と金沢」
1/19〜3/10［休］月曜（2/11 は開館 )、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
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

“着る” アフリカ展
1/19〜3/24［休］祝日除く月曜［内容］第 7 回アフ
リカ開発会議（TICAD7）が 2019 年 8 月に横浜で
開催されるのに合わせ、コンゴ、ルワンダ等の アフ
リカ「衣」文化を紹介
神奈川県立歴史博物館
☎201-0926 A-⑱
平成 30 年度かながわの遺跡展 潮風と砂の考古学
1/19〜2/17［休］月 曜（2/11 は 開 館 )、1/29、2/12
［内容］氷河期からの地球の温度変化に伴う海岸線
の移動により「砂丘」や「砂嘴」に残された遺跡を湘
南海岸や鎌倉、横浜港で探る
カフェ・ギャラリーリンデン ☎532-5288 B-⑦
菊池和子 写真展「福島 芸能の灯を消さず」
2/20〜3/3［休］月曜、火曜［内容］震災以来、福島
の写真を撮り続けている、菊池さんの出版本の写真
展。24 日 ( 日）ギャラリ―トーク予定

な行
爾麗美術
横山和江 GIFT 写真展
2/2〜12［休］水曜

羽音Ⅱ / Tone of WingsⅡ 2018

ぎゃるりじん＆Chiyoʼ s
☎681-5900
Hitomi Sakabe
1/29〜2/3［休］無し［内容］平面

A-㊱

黄金町エリアマネジメントセンター

☎261-5467 A-㊵
「アイムヒア プロジェクト」写真集／出版記念展 “ま
なざしについて”
2/16〜24［休］無し［内容］自身もひきこもりの経
験を持つ現代美術家・渡辺篤が中心となり、社会問
題にもなっているひきこもりにまつわる問題に対
し、当事者の尊重と社会への周知や問いを提示する
企画。写真集の販売、トークイベント等も

さ行
三溪園
俳句展
2/25〜5/28［休］無し

☎621-0635

B-⑰

そごう美術館
再興第 103 回院展
2/2〜17［休］無し

☎465-5515

C-③

そごう横浜店美術画廊
☎465-5506
藤城正晴 日本画展
1/29〜2/4［休］無し
香りの器展
1/29〜2/4［休］無し［内容］陶芸
〜白日会のメンバーによる〜 秀作絵画展
2/5〜11［休］無し［内容］洋画
竹尾文夫 油絵展
2/5〜11［休］無し［内容］洋画
院展 継がれゆく系譜展
2/12〜18［休］無し［内容］日本画、版画
作陶 50 年 岡田裕 作陶展
2/19〜25［休］無し
日本画温故知新展
2/26〜3/4［休］無し
濱口清 油絵展
2/26〜3/4［休］無し［内容］洋画

C-④

た行

内山香織「Coexistence」2018 年

写真展「横浜の女（ヒト）
」
（PHOTO YOKOHAMA2019 パートナーイベント）
2/15〜24［休］月曜［内容］横浜に根づいて生きて
いる女性を被写体とした写真展
ギャラリーミロ
☎251-5229 A-㉜
アトリエ 21 冬紀行
2/4〜17［休］無し［内容］日本の冬景色、雪を描く
作品展。上田耕造、岡田高弘、広田稔。油彩、水彩等
春田景子展
2/25〜3/3［休］無し［内容］油彩、言の葉絵の世界

鶴見画廊
☎584-7208 B-㉑
第二十二回 路の会展
2/7〜16［休］2/12［内容］5 人の作家によるグルー
プ展 浅野康則、木村優博、林奈保美、平野知加子、前
川隆敏
東急百貨店たまプラーザ店 4 階アートサロン

☎903-2441 B-㉓
鷹濱春奈 日本画展
1/31〜2/6［休］無し［内容］東京藝術大学大学院博
士後期課程を終了した日本画家、鷹濱春奈の作品展
池田靖史 油絵展
2/7〜13［休］無し［内容］パリの街角や風景を描く
池田靖史の新作を含む約 20 点を展示・販売

☎222-4018

A-㊿

パラフォト展 パラスポーツ写真交流
2/16〜3/3
［休］
水曜
［内容］
2020東京パラリンピッ
クに向けて、パラスポーツの魅力や優れた瞬間を伝
える写真展

は行
美術画廊 ギャラリー桜木町
☎261-8171 A冬 出逢い展
2/3〜9［休］無し［内容］グループ展。油彩 水彩
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（根付、組紐等）の作品展。石井夢峰・内田充・
小淵俊夫・杉本琴音・道明三保子・依田香桃美
深作秀春 新作展
2/12〜27［休］土曜、日曜、祝日［内容］眼科外科医、
芸術家としても活躍する深作氏の新作展

深作秀春「水に沈む」F8

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
ブラフ 18 番館
☎662-6318 A横浜山手西洋館ユースギャラリー
2/16〜24［休］無し［内容］山手にある学校の児童・
生徒の美術作品の展示

ま行
みつい画廊
☎261-3321（ハヤカワ画材店） A第 6 回 藤尾正明 水彩画展
1/28〜2/3［休］無し［内容］水彩 約 40 点
伊藤良子あらかると
2/4〜10［休］無し［内容］油彩、パステル、素描、イ
ラスト 約 20 点
第 40 回記念 如月展
2/18〜24［休］無し［内容］絵画、彫塑、工芸、写真、
民芸等 約 50 点
郷田数夫 個展
2/25〜3/3［休］無し［内容］油彩 約 35 点

池田靖史 / モンマルトル好日

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 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
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

第 18 回フォトクラブ・アルクメデス写真展
2/19〜25［休］無し
東京ガラス工芸研究所 卒業・修了制作展
2/20〜25［休］無し［内容］卒業・修了制作で作成し
たガラス工芸作品
公益社団法人 日本広告写真家協会（APA）写真展
2/28〜3/3［休］無し［内容］写真（CP＋関連展示）

や行
山手 234 番館
☎625-9393
第２回 山手東部町内会作品展
1/31〜2/5［休］無し
古写真・絵葉書に見る 幕末・明治の世界
2/7〜12［休］無し［内容］パネル展示
ユースギャラリー
2/16〜24［休］無し［内容］作品展
第７回 T-GRACE 写真展
2/28〜3/5［休］無し

A-

山手 111 番館
☎623-2957 AEmiko Nakai 写真展 〜AGAIN〜 snaps of Bali
2/8〜12［休］無し
横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場

みなとみらいギャラリー
☎682-2010 A浅井ミツヒロ展
1/29〜2/4［休］無し［内容］絵画
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

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

第 48 回 凌雲同人書展
2/6〜11［休］無し
富士山 第 6 回フォトコンテスト入賞作品展
2/12〜18［休］無し［内容］富士山の写真の公募コ
ンテスト入賞作品
大日本花道協会「花展」
2/15〜17［休］無し［内容］生け花と文学碑の拓本
西区文化祭「新春展」
〜同時開催「西区フォトコンテ
スト受賞作品展」
〜
2/19〜25［休］無し［内容］絵画・書道等及びフォト
コンテストの入賞作品

☎771-1212 B-㉛
第 6 回 星くずくらぶ展
2/14〜19［休］無し［内容］水彩、パステル、デッサ
ン。上原 住子、髙木 静江、髙木 共子
第 28 回いそご芸術文化祭 書道部門作品展
2/20〜26［休］無し［内容］磯子区に集う書道愛好
家の会員 50 名による書作品
番外 YOKOHAMA「星団」ふたつ星
2/27〜3/5［休］無し［内容］
「星団」二人による写真
展。小林審一、羽鳥和子

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！冬編
2/14〜21［休］2/18［内容］近隣の保育園に通う園
児の作品 約 80 点
横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール

☎511-5711 B-㊳
第 8 回サルビアこども絵画展
2/1〜4［休］無し［内容］鶴見区の子どもたちから募
集した絵の展覧会
公募 2019 第 15 回たぶろう横浜展
2/6〜11［休］無し［内容］四季折々の風景や静物中
心。澤田一彦、大崎美津子、河英愛 他
第 8 回みなと墨画展
2/13〜19［休］無し［内容］NHK 文化センター横浜
教室生徒による現代水墨・墨彩画。庄司精二郎、佐藤
友美、白石千恵子 他
村瀬守保 写真展
2/23〜25［休］無し［内容］日中戦争に従軍した作
者が撮影した作品

横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ

☎866-2501 B-㊵
五十美会 軸装展
2/5〜11［休］無し［内容］新技法による創意と工夫
の作品
第 15 回 水彩画サークル・みずえもん展
2/5〜11［休］無し［内容］水彩
内山教室合同作品展 ―日本画・水彩画― ( 上永谷、
大船、小杉 )
2/27〜3/4［休］無し［内容］上永谷、大船、小杉の日
本画、水彩画教室の展覧会

シリーズ「本を感じる」より 2018

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 Guest Curator 野村浩
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
上森三彰展、第 4 回 三水会水彩展
2/27〜3/4［休］無し［内容］風景、静物の水彩中心。
上森講師の作品 40 点と会員の作品 70 点
第 11 回バーミリオン展
2/27〜3/4［休］無し［内容］油彩･アクリル･水彩･
パステル画等、会員 13 名の作品 約 50 点
GLASS FLOW 玉田ガラス工房展
2/28〜3/3［休］無し［内容］吹きガラス工房の生徒
及びスタッフ20 余名によるガラスの饗宴 約 200 点
横浜市吉野町市民プラザ
☎243-9261 B-㊹
光のぷろむなぁど 2018 関連イベント 第 8 回光の
フォトコンテスト写真展
2/27〜3/3［休］無 し［内 容］
「光 の ぷ ろ む な ぁ ど
2018」の様子を収めたフォトコンテストの作品
横浜市歴史博物館
☎912-7777 B-㊺
企画展「横浜の野を駆ける−古代東国の馬と牧−」
1/30〜3/21［休］月曜（祝日・振替休日の場合は開
館、翌平日）
［内容］朝廷直轄の牧（牧場）がおかれた
武蔵国を中心に、古代の南関東における馬の生産や
交通、朝廷での儀式の様相を紹介
横浜髙島屋美術画廊
☎311-5111 C-⑨
山岸大成 作陶展
1/30〜2/5［休］無し
伊藤みさと展
1/30〜2/5［休］無し［内容］日本画
宝永たかこ展
2/6〜12［休］無し［内容］洋画
望月集 陶芸展
2/6〜12［休］無し
髙島屋美術部創設 110 年記念 福井江太郎展
2/13〜19［休］無し［内容］日本画
島田耕園 人形展−工房 160 周年−
2/13〜19［休］無し
髙島屋美術部創設 110 年記念 植葉香澄展 キメラエ
ボリューション
2/20〜26［休］無し［内容］陶芸
山本一恵展
2/20〜26［休］無し［内容］洋画
長尾浩一展
2/27〜3/5［休］無し［内容］洋画
辻聡彦 作陶展
2/27〜3/5［休］無し
横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A第 15 回 彩歩の会 淡彩・水彩風景スケッチ画展
2/14〜19［休］無し［内容］主催＝彩歩の会

