横浜髙島屋美術画廊
☎311-5111
BANGA-ART 君島龍輝展
8/14〜20［休］無し［内容］版画

C-⑨

刀身彫刻 橋本琇巴展
8/14〜20［休］無し
山本雄次 作陶展
8/21〜27［休］無し
肥沼守展
8/21〜27［休］無し［内容］洋画

ギ ャ ラ リ ー

横浜美術館
☎221-0300 A横浜美術館開館 30 周年記念 生誕 150 年・没後 80
年記念 原三溪の美術 伝説の大コレクション
7/13〜9/1［休］木曜［内容］横浜において生糸貿易
や製糸業などの実業で財を成した原三溪 ( 慶応 4〜
昭和 14)。国宝や重要文化財に指定される名品 30 件
以上を含む三溪旧蔵の美術品や茶道具約 150 件と
貴重な関連資料を展示

め ぐ り

ら行

大城真人 油絵展 英国とフランスの水辺
8/28〜9/3［休］無し

リーブギャラリー
夏休み集中クロッキー教室
8/10〜20［休］水曜

南繁正・絢子展
8/28〜9/3［休］無し［内容］陶芸

横浜市民ギャラリー展覧会情報

横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A第 53 回 錬心社書作展
8/30〜9/1［休］無 し［内 容］主 催 = 錬 心 社 ( 代 表・
北見琢也 )

横浜

や行

☎253-7805

A-

2019 年

第 25 回 彩友会
8/26〜9/1［休］無し［内容］パステル画

☎315-2828

「帝国日本」の残影 海外神社跡地写真展
7/31〜8/4
［1F］
［主催］神奈川大学日本常民文化研究所 非文字資料
研究センター
［内容］戦前の日本が海外に創建した神社の現在の
写真と史資料を展示
2019 台中市大墩美展文化交流展
7/31〜8/11
［2F/3F］
［主催］台中市政府文化局
［共催］横浜市民ギャラリー
［内容］台湾の代表的な美術展。これまでの台中市大
墩美展の優秀作品など 80 点を展示し、芸術
文化を通した国際交流を実現
淬·煉
―百錬鋼を成す 台湾コンテンポラリー・アート展
7/31〜8/11
［B1F］
［主催］台北駐日経済文化代表処 台湾文化センター
［共催］横浜市民ギャラリー
［内容］身体運動を反復するアーティストが、修行者
のように物事を知覚し、真我を実践していく
一連のサイクルに焦点を当てた企画展

月号

横浜市民ギャラリーの所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

ベトナム撮影会 作品展
8/7〜8/12
［主催］株式会社伊藤写真
［内容］ベトナム中部北部を取材した作品

8

［1F］

第 46 回 神奈川独立書展・
第 28 回 神奈川県青少年毎日書道展
8/13〜8/18
［全展示室］
［主催］神奈川県独立書人団
［内容］伝統をふまえ、現代性を目指した書。未来を
担う小中高生の書作品
第 68 回 浜書展
8/21〜8/25
［全展示室］
［主催］横浜書道連盟
［内容］第 68 回を迎える書道の公募展。一般部、学生
部、約 400 点
第 62 回 太平洋神奈川展（公募・巡回展）
8/27〜9/2
［全展示室］
［主催］太平洋美術会 神奈川支部
［内容］太平洋美術会神奈川支部主催の公募、巡回展。
平面、立体

秋岡美帆《そよぎ Sway》
1988 年／ NECO、麻紙／ 77.0×107.0cm

●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

セミの声を聞きながら、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 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 2019 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
夏を彩る短冊展
8/1〜11［休］火曜［内容］20 名の作家による短冊
サイズの絵画作品展
秋の夜長に観る夢は…展
8/24〜9/1［休］火 曜［内 容］そ め や じ ゅ ん、中 村
彩果、松本ジョゴ、sio. による秋をテーマにした絵
画展
岩崎ミュージアム・ギャラリー ☎623-2111 A-⑪
Mytee Summit 2019/ 令 和 元 年 ROCCOʼ S Live
painting Waloha roccó
7/18〜8/12［休］7/29、8/5［内容］
「和」の力をもっ
て、日本から世界中の友人につなげてゆくアートを
めざす。ロコ・サトシ氏の展覧会

か行
神奈川近代文学館
☎622-6666 A-⑮
企画展「
『わたしのワンピース』50 周年 西巻茅子展
−子どものように、子どもとともに」
7/20〜9/23［休］月曜（8/12、9/16、23は開館)［内
容］1969 年に刊行され、半世紀・親子三代にわたっ
て愛されている西巻茅子 ( にしまき・かやこ 1939
〜) の絵本『わたしのワンピース』を中心に西巻の絵
本の魅力を原画等をもとに紹介
神奈川県立金沢文庫
☎701-9069 B-⑤
特別展「東京大学東洋文化研究所 × 金沢文庫 東洋
学への誘い」
7/20〜9/16［休］月曜 (8/12、9/16 は開館 )、8/13
［内容］アジア研究の拠点である東京大学東洋文化
研究所と金沢文庫が連携した特別展。同研究所が所
蔵する漢籍や敦煌遺書等、金沢文庫が管理する古書
とともに公開
神奈川県立歴史博物館
☎201-0926 A-⑱
特別展「北からの開国−海がまもり、海がつないだ
日本−」
7/13〜9/1［休］月曜 (8/12 は開館、8/6 は常設展示
のみ開館 ［
) 内容］この展覧会では、自然の要害として
機能していた海が異国と日本とをつなぐ路へと、そ
の役割が変容したことを踏まえつつ、アメリカに先
立ち北から開国を求めたロシアとの関係を浮き彫り
にするとともに、
「鎖国」を維持するために構築され
た海防態勢を紹介。開国史の新たな視点を提供
画廊 AKIRA-ISAO
夏の常設展
8/1〜31［休］日曜、祝日

☎264-4835

A-⑲

Gallery ARK
☎681-6520 A-㉒
矢吹多歌子展
8/29〜9/7［休］日曜［内容］猫の立体作品と絵画
ギャラリーダダ
☎461-1533 C-②
友軌展
7/31〜8/6［休］無し［内容］油彩画教室生徒の作
品展
ギャラリーダダ / アートフェスティバル
8/7〜13［休］無し［内容］年に一度の公募による作
品展。6 号以下作品 100 点を展示
パソコンで描く水彩画展
8/14〜20［休］無し
観光スケッチ展
8/21〜27［休］無し［内容］観光スケッチ協会会員
によるスケッチ、風景画

東急百貨店たまプラーザ店 4 階アートサロン

横田緑蕭展
8/28〜9/3［休］無し［内容］水彩、油彩、顔彩
gallery fu
☎070-6429-8597 A-㉛
特別展「迷宮の悪夢 2」
7/19〜8/4［休］月 曜［内 容］
「美」と は 切 り 離 せ な
い恐怖という複雑な感情を 10 人の美術家が表現。
絵画、立体。川口絵里衣、北本晶子、担木目鱈、濱田
千晴、雛菜雛子、山口友里、横川奈月、横田宙八、楊
佳、渡邉里絵香
青島綾音「a “MOMENT”」
8/9〜18［休］月曜［内容］
「瞬間」にフォーカスを当
てた油彩、平面
生越文明写真講座修了展 “横浜の光と影Ⅱ”
8/30〜9/1［休］無し［内容］gallery fu を会場とし
て今年 6 月にスタートした、写真家・生越文明の写
真撮影講座「背景力アップ｜モノクロ・ワークショッ
プ」に参加した受講者 7 名及び生越文明の作品展
ギャルリーパリ
☎664-3917
小林達也個展
8/20〜31［休］日曜［内容］平面

吉田絢乃「積層するひと」
8/6〜18［休］月曜［内容］確かな技術で裏打ちされた
独特な世界で、
「人の抜け殻」を描く吉田絢乃の展覧会

た行

A-㉟

☎903-2441 B-㉓
片庭瑞穂 水彩画展
8/1〜7［休］無し［内容］心に残る記憶を描く。80 年
代から新作まで約 30 点を展示、販売

片庭瑞穂／「地中海料理レストラン」

藤倉英幸 作品展
8/8〜14［休］無し［内容］北海道の四季を貼り絵で
表現
サマーセール
8/15〜28［休］無し［内容］日本画、洋画、版画等多
数展示販売
楯とおる 作品展
8/29〜9/4［休］無し［内容］青色を用いて時代や国
を超えて共通のものを表現、絵画

仲通りギャラリー
☎211-1020 A-㊼
小林哲郎展
7/29〜8/3［休］無し［内容］ミクストメディア
三彩展 高橋明子・建部智恵子・若見登久子
8/19〜24［休］無し［内容］水彩 30 点

ぎゃるりじん＆Chiyoʼ s
☎681-5900
鈴木さおり
8/20〜8/25［休］無し［内容］水彩

吉成浩昭展
8/26〜9/1［休］無し［内容］白日会神奈川支部仲通
りギャラリー賞受賞記念展。油彩、水彩
A-㊱

爾麗美術
☎222-4018 A-㊿
鈴木正道 岩彩・油彩展
8/3〜18［休］水曜［内容］約 40 年前に取材した印
度の風景をもとに

さ行

は行

三溪園
☎621-0635 B-⑰
原三溪没後 80 周年記念企画 三溪園 × 横浜美術大
学 三溪園と日本画の作家たち
7/12〜8/18［休］無し

f.e.i art gallery
☎325-0081 C-⑤
蟲師い展
7/29〜8/9［休］土曜、日曜、祝日［内容］
「蟲」をテー
マにした展覧会。陶芸、漆、油彩等による作品を展示。
市川茉友子、奥村巴菜、小林秀俊、福田亨

早朝観蓮会
7/13〜8/4［休］月曜〜金曜（祝日は開催）
JIKE STUDIO
☎350-3804 B-⑱
廣川じゅんの世界展
7/10〜8/1［休］火曜［内容］南の島の風景、絵画 ( 会
場 ジケハウス )
そごう横浜店美術画廊
☎465-5506
櫻井幸雄作品展
7/30〜8/5［休］無し［内容］洋画
磯部光太郎展
7/30〜8/5［休］無し［内容］日本画
森崎修太油絵展
8/6〜12［休］無し［内容］洋画
大渕繁樹油絵展
8/6〜12［休］無し［内容］洋画
きもの秀作展
8/13〜19［休］無し［内容］呉服

柏田彩子展 −明日の化石−
8/13〜16、8/26〜30［休］土曜、日曜、祝日、8/19
〜23［内容］陶器や彫刻の欠片を想起させる不定形
な支持体に描かれた作品を展示

C-④

ブラフ 18 番館
☎662-6318 Aアート工房クローバー作品展
8/2〜4［休］無し［内容］アート作品、つまみ細工他
こどものあとりえ展
8/23〜25［休］無し［内容］こども絵画展

ま行
みつい画廊
☎261-3321（ハヤカワ画材店） A福原喜代志個展
7/29〜8/4［休］無し［内容］油彩、風景等 約 30 点
Y・Blue green Arts 展
8/18〜24［休］無し［内容］絵画、写真等 約 50 点
みなとみらいギャラリー
☎682-2010 A第 7 回アフリカ開発会議開催記念写真展「アフリカ、
胎動する大陸」
7/24〜8/4［休］無し
素展
7/30〜8/5［休］無し［内容］絵画

山手 111 番館
☎623-2957
Nantucket Basket と絵画のある暮らし展
8/22〜27［休］無し

A-

小杉尚彦 ( コスギアキヒコ ) 展
8/6〜12［休］無し［内容］絵画
佐藤榮一展
8/7〜12［休］無し［内容］絵画、イラスト、陶器等
アフリカの子どもたちが描く「環境絵日記」展
8/13〜19［休］無し［内容］絵画、写真、パネル等

台湾 × 日本 漆交流展
7/23〜8/3［休］月曜［内容］昨年に引き続き第 2 回
目となる、台湾と日本の漆作家の国際交流展。日本
作家：いらはらみつみ、井上洋介、梅津奈保子、江村
忠彦、小林秀俊、佐藤史幸、下出祐太郎、白澤陽治、
中静志帆、中島靖高、野口洋子、深作洋子、柗井圭太
郎、松島さくら子、松田環、吉田真澄、若宮隆志 / 台
湾作家：張森洋、李基宏、劉祥驊、易佑安 他

横浜市岩間市民プラザ
☎337-0011 B-㉝
フェローアートギャラリー〜はじまりはアートの旅〜
8/1〜18［休］火曜、8/5［内容］横浜市民ギャラリー
あざみ野で2010 年から行われているフェローアー
トギャラリーの出品作家を、2015年度より岩間市民
プラザでも紹介。今回は横浜市港北区にある生活介
護事業所「アート・メープルかれん」で制作された、
様々な材料による自由な表現の作品約25点を紹介
ぼくのわたしのお絵かきあそび！
8/21〜28［休］無し［内容］岩間保育園、天王町保育
園、ベネッセ保土ケ谷保育園の園児さんの作品、約
90 点の絵の展覧会。会期中 (23 日 10:00〜11：00)
に、
「ほどがや」えかたり〜べによる紙芝居会を開催

横浜市神奈川区民文化センター かなっくホール

☎440-1211 B-㉟
鉄道情景写真展「とれいん・はしる・夢限りなく」
8/13〜18［休］なし［内容］著名なプロ写真家を含む
男女25名が捉えた四季折々の鉄道風景 100点以上

昼食同好会 第 3 回グループ展「にぼし展」
8/14〜19［休］無し［内容］
「にぼし」をテーマにし
た写真、書道、映像、ダンス等

YOKOHAMAN vol.12 〜ひとまわり〜
8/21〜26［休］なし［内容］横浜人の横浜人による
横浜人のためのアートイベント・ヨコハマン。12 回
目は「干支」をテーマに展示

西区文化祭 創作展
8/20〜26［休］無し［内容］絵画、書道、生け花等

横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール

や行
C-⑥

☎771-1212 B-㉛
第 7 回 Kac 展
8/28〜9/3［休］無し［内容］油彩・水彩・水墨等。金
沢区美術協会運営スタッフ有志：大滝照平、池尾武
美、池田実、石黒幸子、伊東佳枝、片桐恵美子、北川
龍夫、小林昭一、近藤照子、神野聡、山口武夫、古屋
英隆。協賛出品：羽佐間英二、村上鐡一

横浜市大倉山記念館
☎544-1881 B-㉞
大倉山記念館の魅力発見オープンギャラリー
7/31〜8/18［休］無し［内容］今年で 3 回目を迎え
る、大倉山記念館の歴史や建物の魅力を紹介する
オープンギャラリーを開催。設立当初の資料の展示
や、座禅体験コーナー等

M- 水彩スケッチ会 2019 作品展
7/30〜8/5［休］無し

柏田彩子／「宙の果てのその積層」

☎411-5031

ラストガプス
8/30〜9/3［休］無し［内容］絵画

横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場

足立篤史

第 3 回 NHK 学園 四季の写真展
8/28〜9/2［休］無し

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA

( 故 ) 渡壁孝幸 偲ぶ 絵画個展
8/16〜19［休］無し［内容］( 故 ) 渡壁孝幸氏の 50 歳
を迎える誕生日個展

山の上ギャラリー
☎852-8855 B-㉗
煌めく吹きガラスの軌跡 特別企画 石井康治の世界
7/28〜9/16［休］月曜 ( 祝日の場合は開廊 ［
) 内容］
日本のガラスアートの先駆者としてガラス美術の発
展を担いながら、常に新しい技術と表現力で人々を
魅了した石井康治。代表作「彩花文器」
「樹映」シリー
ズをはじめとした約 100 点を展示

な行

小林達也／「happy man」／ 2018 年

神の紙技−カミノシワザ−紙の神業
8/21〜9/4［休］月曜［内容］
「紙」を用いて作品を作
り出す作家たちがテーマの企画展。生活に欠かせな
い「紙」に想像力を注ぎ込み、新たな生命を宿らせた
作品を展示。出品作家：足立篤史、石渡真紀、伊藤咲
穂、遠藤良亮、下村優介、鶴田美香子

私の恋慕ふわよ ( こひしたふわよ )
8/23〜27［休］無し［内容］筆文字

山手 234 番館
Inspires your mind
8/1〜6［休］無し［内容］写真

☎625-9393

横浜ばら会写真展
8/8〜13［休］無し
工藤康夫写真展「あかいくつバス巡る 2」
8/15〜20［休］無し

A-

☎511-5711 B-㊳
サルビア写真展 2019
8/24〜9/1［休］無し［内容］公募作品を展示。テー
マは「①大好きなスポーツシーン」
、
「②神奈川から
撮影した富士山」

横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ

☎866-2501 B-㊵
横浜市立中学校美術部展 横浜市立学校総合文化祭
開催ポスター展
7/31〜8/5［休］無し［内容］中学校美術部員の作品、
小中学生のポスター展応募作品の展示

FF 絵画の会 ( フルールの会・えふの会 )
8/6〜11［休］無し

戸塚区制 80 周年記念事業 夏休みこどもフェスタ
8/24〜25［休］無し［内容］戸塚風景パネル展、戸塚
区内在住児童による作品展示等
しゃらく・レインボー 合同作品展
8/27〜9/2［休］無し［内容］風景や花、スナップ等
の自由作品 90 点展示
横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-㊷
あざみ野アーティスト村芸術展 ( 日本画家 伊東正次
と日中蒙友好展 )
8/7〜12［休］無し［内容］展示室 1 では日本画家伊
東正次の襖絵と作品及び油障子絵による巨大行燈等
展示。展示室 2 では日中蒙の友好展、愛媛の「かまぼ
こ板展」
、教室生徒の作品展を開催。7 日にギャラ
リートーク、10 日には馬頭琴、琵琶等の演奏会実施
岸に立つ
8/14〜19［休］無し［内容］東京藝術大学メディア
映像専攻 2 年有志によるグループ展。約 6 点
Aoba フォト同好会 第 1 回 写真展〜心のままに〜
8/15〜19［休］無し［内容］カメラ講座で知り合っ
た 21 名の初のグループ展。風景や四季折々の花々
等、心を動かされた一瞬を写真で表現。約 80 点。主
催 =Aoba フォト同好会
しんえいフォトクラブ 第 22 回 写真展
8/20〜25［休］無し［内容］平成 8 年より 20 年以上
活動している社会人のグループによる写真展。今年
のテーマは「つながるということ」
。約 60 点。主催 =
しんえいフォトクラブ
アートスペース・オー 第 25 回クロッキーの会＆第
12 回アートの会作品展
8/21〜25［休］無し［内容］クロッキー、油彩、水彩、
アクリル、パステル、版画、陶芸等。約 250 点
たまプラ天使の作品展
8/22〜25［休］無し［内容］たまプラーザにある絵
画教室の作品展。写生や自由画を、コンテ、水彩、ア
クリルなどを使い、伸び伸びと表現。3 才から小学 6
年生の子どもたちによる、エネルギーあふれる作品
を展示。約 200 点
フランス刺繍と書の世界〜夢の途中〜
8/27〜9/2［休］無し［内容］20 数年のフランス刺
繍と書作品を展示。書は自作詩が中心。約 30〜40
点。主催 = 紫香
青葉フォト研究会 第 1 回 写真展
8/27〜9/2［休］無し［内容］発足 4 年、会員 10 名が
研鑚してきた写真の成果を発表。約 50 点
あおば HEY アート倶楽部作品展 2019
8/27〜9/2［休］無し［内容］2004 年に青葉区政 10
周年記念事業のひとつとして催された「石坂浩二油
絵教室」をもとに発足した倶楽部の作品展。描き方
も画題もサイズも様々な作品約 40 点。主催 = あお
ば HEY アート倶楽部
第 14 回 双周舎習作展
8/29〜9/1［休］無し［内容］漢字書、かな書、実用書、
ぬり絵など、会員 70 余名の習作展。約 80 点
横浜髙島屋美術画廊
茶道具特別奉仕会
7/31〜8/6［休］無し

☎311-5111

茶道具逸品会
7/31〜8/6［休］無し
グループホライゾン
8/7〜13［休］無し［内容］日本画

C-⑨

