横浜髙島屋美術画廊
☎311-5111 C-⑨
迎春 展
12/25〜31［休］無し
中村あやこ展
12/25〜31［休］無し［内容］日本画
横浜人形の家
☎671-9361 Aシルバニアファミリー わくわくフェスタ 2019 in
横浜人形の家
10/12〜12/8［休］月曜（祝日の場合は開館、翌火
曜休館）
［内容］誕生から 30 年以上たった現在でも、
世代を超えて世界中で愛され続けるシルバニアファ
ミリーが横浜人形の家に。家族で楽しめる展示イベ
ントを開催
横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A第 40 回 馬車道を描く日曜画家展
12/7〜13［休］無し［内容］主催 = 馬車道商店街協
同組合
第 38 回 馬車道写真コンクール入賞作品展
12/7〜13［休］無し［内容］主催 = 馬車道商店街協
同組合

横浜美術館
☎221-0300 A横浜美術館開館 30 周年記念 オランジュリー美術館
コレクション ルノワールとパリに恋した 12 人の画
家たち
9/21〜1/13［休］木 曜（12/26 は 開 館）
、12/28〜
1/2［内容］パリのセーヌ川岸に建つオランジュリー
美術館より、画商ポール・ギョームが基礎を築いた
同館のヨーロッパ屈指の絵画コレクションから、ル
ノワールの傑作《ピアノを弾く少女たち》をはじめ
とした、13 人の画家による約 70 点が 21 年ぶりに
来日
横浜本牧絵画館
☎629-1150 B-㊼
生誕 90 年 岩田榮𠮷の足跡
10/19〜1/20［休］火 曜、年 末 年 始（12/29〜1/3）
［内容］岩田榮𠮷の生誕 90 周年において、短いなが
ら充実した人生の全貌を紹介
横浜みなと博物館
☎221-0280 A柳原アートミュージアム特集展示「海を見ながら…」
8/27〜12/22［休］月曜（祝日の場合は開館、翌火
曜休館）
［内容］博物館内の柳原良平アートミュージ
アムにて開催。船と酒を愛した柳原良平が描いた作
品を展示

横浜

や行

ギ ャ ラ リ ー

12

2019 年

ら行
リーブギャラリー
☎253-7805
小澤淳展
11/25〜12/1［休］無し［内容］水彩

横浜市民ギャラリー展覧会情報

☎315-2828

第 59 回 神奈川県女流美術家協会展
11/27〜12/2
［全展示室］
［主催］神奈川県女流美術家協会［内容］県内の美術
を志す女性の公募展で美術の普及地域文化
の向上に寄与
第 56 回 神奈川県高等学校書道展
12/4〜12/8
［全展示室］
［主催］神奈川県高等学校文化連盟 書道専門部会
［内容］高校生による書道作品の展示。県下の公私立
高校の作品約 800 点
第 32 回 神奈川書家三十人展
12/11〜12/15
［3F］
［主催］神奈川新聞社
［内容］神奈川を代表する書家 30 人による新作の展
覧会
第 46 回 高校写真展
12/11〜12/15
［2F］
［主催］神奈川県高等学校文化連盟写真専門部会
［内容］県下の高校写真部員による写真展。力作揃い
の約 300 点を展示

め ぐ り

A-

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

Art School+Yokohama StudentExhibition.No,6
12/11〜12/15
［1F］
［主催］株式会社 雪下堂美術（アートスクール横浜）
［内容］アートスクール横浜に通う生徒の絵画作品
展示発表会
第 66 回 春陽会神奈川研究会展
12/18〜12/23
［全展示室］
［主催］春陽会 神奈川研究会
［内容］創立 96 年となる春陽会。油彩、水彩等を中心
に約 180 点
橘学苑高等学校デザイン美術コース
14 期生卒業作品展
12/25〜1/5（12/29~1/3 は休館）
［3F］
［主催］橘学苑高等学校デザイン美術コース
［内容］
「時間」をテーマに高校生 16 名による卒業作
品展と学校紹介の展示
立尾美寿紀展「花の象（カタチ）
」
12/25〜1/6（12/29~1/3 は休館）
［1F/B1］
［主催］立尾美寿紀
［内容］
「花の象（カタチ）
」を描いた大作、日本画、水
彩、デッサン等

山崎秀夫《風》
1978 年／油彩、キャンバス／ 129.0×161.2cm

●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

冬晴れの澄み渡る空のもと、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 2019 〜
2020」
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10 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

デザイン：ふじたおさむ

ホームページでも情報公開!

・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 2019〜2020」に対応しています。

あ行
art gallery, on the wind
☎251-6937 A-③
藤島康 写真とことば 極楽浄土
12/7〜8［休］無し［内容］写真とことばでつづる「浄
土世界」のスピリチュアルイメージ
Art Gallery 山手
☎628-0267 A-④
イレブンガールズ アートコレクション セレクト展
in YOKOHAMA
11/21〜12/1［休］無し［内容］井上雅未花（テンペ
ラ）
、長沼慧（雲母壁面）
、松尾彩加（油彩）
、渡辺由起
（日本画）
第 13 回クリスマス展
12/7〜25［休］12/11、18［内容］ART なクリスマ
スギフト作品展。クリスマスリース、絵画、とんぼ玉、
ガラス作品、金工アクセサリー、手編み作品、年始カ
レンダー等
旭ギャラリー
☎955-3388 B-②
蔡國華展
12/1〜22［休］無 し［内 容］油 彩、水 彩、パ ス テ ル、
人物、風景、静物 35 点展示
ATELIER K・ART SPACE
☎651-9037 A-⑨
笹井祐子展 jardin 庭
12/12〜26［休］月曜［内容］メキシコのアマテ紙に
よる版画、大小 10 点
1010 美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑩
清野耕一
11/16〜12/1［休］水曜［内容］版による立体他
中島史子
12/7〜22［休］水曜［内容］平面、半立体、ウェアラ
ブルアート
岩崎ミュージアム・ギャラリー ☎623-2111 A-⑪
岩崎ミュージアム第 437 回企画展 プルガダイス
2019−安藤ニキ絵画展−
11/27〜12/8［休］月曜（祝日の場合は開館、翌火
曜休館）
、年末年始［内容］
「いなくなった人に捧げる
花」のモチーフが増え、より彼岸の世界に近くなっ
た、岩崎ミュージアムで 2 年ぶりとなる安藤ニキの
個展
岩崎ミュージアム第 438 回企画展 馬場檮男展 横濱
＊ワンダーランド
12/11〜1/13［休］月曜（祝日の場合は開館、翌火
曜休館）
、年末年始［内容］故・馬場檮男の版画と、交
流のあった 6 名による展覧会。共催 = スージ・アン
ティック＆ギャラリー

か行
神奈川県民ホールギャラリー ☎662-5901 A-⑯
やなぎみわ展 神話機械
10/20〜12/1［休］木曜［内容］やなぎみわの 10 年
ぶりの大規模個展。これまでの代表作から、神話を
テーマに制作された初公開の新作まで一挙公開。パ
フォーマンス、トークイベントなど有り
画廊 楽
☎681-7255 A-㉑
独立選抜展 冬の陣
11/25〜12/1［休］無し［内容］油彩（画廊楽Ⅰ&Ⅱ）
国際水彩画展
12/2〜8［休］無し［内容］水彩（画廊楽Ⅰ）
響韻会
12/9〜15［休］無し［内容］日本画（画廊楽Ⅰ）
遊展
12/9〜15［休］無し［内容］油彩、日本画（画廊楽Ⅱ）
水墨画展
12/16〜22［休］無し［内容］水墨画（画廊楽Ⅰ）
Gallery ARK
☎681-6520 A-㉒
アニマート展
12/5〜14［休］日曜［内容］油彩、水彩等の小品
ギャラリー KAN
☎641-4751 A-㉔
第 1 回ハマブン芸術祭
11/27〜12/1［休］無し［内容］絵画、書道、写真、詩
歌、詩画、工芸、陶芸、木版画、革細工、手工芸品

クリスマスグッズとプレゼントグッズ「クリスマス
の飾りたち展」
12/10〜22［休］月曜［内容］8 人による、クリスマ
スグッズとプレゼント類、来年の干支の細工物他約
300 点
ギャラリー伽羅
☎842-1428 B-⑪
手作りきゃらＳＨＯＰ
12/3〜21［休］日曜、月曜［内容］着物リフォーム服
や着物地帯地バック、普通地服、バックポーチ、ス
カーフ、アクセサリー。干支の鼠のお細工物やクリ
スマス小物等多数
ギャラリー SHIMIZU
☎251-6177 A-㉕
東京展会員写真展
12/2〜7［休］無し［内容］6 名の作家によるグルー
プ展
無限大展
12/9〜21［休］無し［内容］16 名の平面、立体、イン
スタレーション、パフォーマンス によるグループ展
ギャラリーダダ
☎461-1533 C-②
高橋雅美、高橋良幸 水彩画展
11/27〜12/3［休］無し［内容］２回目の水彩画二
人展。風景
森川信子展
11/27〜12/3［休］無し［内容］仏菩薩像、墨と和紙
を中心に
笹倉かんせい作品展
12/4〜10
［休］
無し
［内容］
夢とユーモアの世界、風景
萩原伸子展
12/4〜10［休］無し［内容］油彩、水彩
あゆみ会絵画作品展
12/11〜17［休］無し［内容］油彩
竹内靖夫油絵小品展
12/11〜17［休］無し
マークエステル世界展
12/18〜24［休］無し
日本画のすすめ展
12/25〜29［休］無し［内容］新進気鋭の日本画家展
ギャラリーぴお B1
☎681-5122 A-㉙
鈴木知子水彩画展（100 枚の絵）
11/28〜12/3［休］無し［内容］英国紀行、日本の四
季、水彩大作の三つに分け 100 点展示
gallery fu
☎070-6429-8597 A-㉛
佐藤信宏写真展「水面下の流転」
11/26〜12/1［休］無し［内容］水辺の風景、モノク
ロフィルム作品 12 点
特別展「gift＋Green Box」
12/7〜22［休］月 曜［内 容］
「贈 る / 贈 ら れ る」こ と
を意識した展覧会。マルセル・デュシャンがかつて
残した制作メモ「The Green Box」にちなんだ各作
家からのメッセージ入りグリーンボックスつき
ギャラリーミロ
☎251-5229 A-㉜
漆と書の三人展
11/25〜12/1［休］無し［内容］林保美（漆工芸）
、花
塚一郎（漆工芸）
、花塚妙子（書）
いとうやすこ手織り作品展
12/2〜8［休］無し［内容］セーター、スカート、コー
ト、小物等の手織り作品
サイコロ展
12/2〜8［休］無し［内容］油彩、水彩等
松田イメルダ 手編みアルパカ展
12/9〜15［休］無し［内容］アルパカ糸を使用した
セーター、カーディガン、小物等
2019 小品展〜12 月展
12/16〜22［休］無し［内容］二紀会神奈川支部員に
よる小品展。油彩、水彩、彫刻
ギャラリー Lei OHANA
☎941-6169 B-⑭
Happy gift
12/7〜11［休］無し［内容］パートナー犬との生活
がより楽しくなるグッズ
ハンド降るクリスマス 2019
12/14〜15［休］無し［内容］テディベア作品、材料
販売。
Ｘマス特別ワークショップ
ギャルリーパリ
☎664-3917 A-㉟
生方純一個展「何がみえますか」
11/26〜12/7［休］日曜［内容］絵画

中尾誠「隔たりの消息」作品集発刊記念展
12/10〜24［休］日曜［内容］絵画

中尾誠 /2004 年

☎681-5900 A-㊱
ぎゃるりじん＆Chiyoʼ s
堀江公麿展
11/26〜12/1［休］無し［内容］平面
MKMS
12/3〜8［休］無し［内容］パステル、水彩
三人展
12/10〜15［休］無し［内容］平面他。代表 平林孝央

さ行
三溪園
☎621-0635
フォトコンテスト入賞作品展
10/5〜12/11［休］無し
そごう横浜店美術画廊
☎465-5506
アルフォンス・ミュシャ展
11/26〜12/2［休］無し［内容］版画
生誕 110 年 浜口陽三展
11/26〜12/2［休］無し［内容］版画
うるしの道展
12/3〜9［休］無し［内容］漆芸
現代根付彫刻展
12/3〜9［休］無し
近代日本画秀作展
12/10〜16［休］無し
備前焼の系譜展
12/10〜16［休］無し

B-⑰

C-④

な行

ま行

仲通りギャラリー
☎211-1020 A-㊻
第 2 回 Session in 馬車道展
12/2〜7［休］無し［内容］平面、立体
上田耕造展
12/9〜15［休］無し［内容］油彩、水彩
浅野康則展
12/16〜21［休］無し［内容］ミクストメディア
爾麗美術
☎222-4018 A-㊾
喜多村紀展
11/30〜12/10［休］無 し［内 容］平 面。1953 年 生
まれ、2000 年より毎年個展開催の作家による展示
紙・木・鉄 立体 三人展
12/14〜23［休］無 し［内 容］紙：依 田 梓、木：喜 多
村紀、鉄：渡部香

みつい画廊
☎261-3321（ハヤカワ画材店） Aハマカゼ展
11/25〜12/1［休］無し［内容］油彩等約 20 点
北見美佳個展
12/9〜12/15［休］無し［内容］油彩等約 40 点
みつい画廊展（アンデパンダンプレ展）
12/16〜12/22
［休］
無し
［内容］
油彩、水彩等約40点
みなとみらいギャラリー
☎682-2010 A西山幸子パッチワーク教室 第 9 回作品展
11/27〜12/2［休］無し
第 27 回ねんどの花「ルレーブ・フルール展」
12/6〜9［休］無し［内容］粘土による花の造形作品
第 41 回 内田良平と閑良屋会 山岳写真展「遥かなる
山」
12/10〜16［休］無し
キルト工房ちくちくぱっち 横浜教室キルト展
12/11〜15［休］無し
組合員と家族の美術展
12/12〜14［休］無し［内容］写真、絵画、書道、工芸
作品等
第 20 回 横浜市会芸術・文化議員懇談会 会員展
12/17〜22［休］無し［内容］絵画等
Digi の冬展
12/17〜23［休］無し［内容］デジタル絵画を中心と
したドラマティックアート
第 18 回 なちゅフォト自由展 サブテーマ「旅〜モノ
クロ〜」
12/21〜22［休］無し［内容］写真
まだ見ぬ大地の心にふれる「アフリカモダンアート
展」
12/24〜28［休］無し
みなとみらいでみらい展〜パリとの邂逅〜
12/25〜28［休］無し［内容］絵画、書道、工芸作品等

は行
万国橋ギャラリー
☎201-8103 A万国橋・クリスマス祝展 2019
11/26〜12/2［休］無し［内容］絵画、書、写真、立体、
手芸等
三枝吉美・パッチワークキルト作品展
12/4〜9［休］無し
美術画廊 ギャラリー桜木町
☎261-8171 A光元照弘 大沼紘一朗 絵画教室展
12/1〜8［休］無し［内容］油彩、水彩
f.e.i art gallery
☎325-0081 C-⑤
蔵書票展−Exlibris−2019
12/9〜20［休］土曜、日曜、祝日［内容］本の持ち主
を明らかにするための小紙片、蔵書票の展示。9 名
の作家による作品と書籍の饗宴。出品作家：市川香
苗、岡本潤、高橋キョウシロウ、栗本佳典、根本篤志、
馬川亜弓、多屋光孫、太田絵理、マスダナナ

や行

た行
鶴見画廊
☎584-7208 B-㉒
7 人展
11/27〜12/3［休］無し［内容］7 人の作家によるグ
ループ展
常設展
12/9〜14［休］無し［内容］日本画、油彩、版画
東急百貨店たまプラーザ店 4 階アートサロン
☎903-2441 B-㉔
谷垣博子作品展
11/28〜12/4［休］無し［内容］明るい色彩でイタ
リアやメキシコの日常風景を描く

太田絵理 /「可憐でちょっとまぬけなあの子」

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA

☎411-5031 C-⑥
Atsushi Shibata Art solo exhibition
12/1〜5［休］無し［内容］まるで写真のような人物
や風景等を、全て鉛筆だけで描き上げる柴田敦氏の
作品の魅力を紹介

柴田敦 /「喜びと苦悩」
谷垣博子 /「ミラノのストラーダ（通り）
」/6 号 F

萩原始・杉山さやか・手綱笹乃 三人展
12/5〜11［休］無し［内容］新進作家 3 人の作品展
船戸あやこ スペインタイルアート展
12/12〜18［休］無し［内容］バレンシアで 20 年暮
らした作家の陶芸の世界
松本恵子 水彩画展
12/19〜25［休］無し［内容］アールヌーヴォー朝の
クラシカルな世界観を繊細な水彩で描く
歳末・新春アートオークション
12/26〜1/8［休］無し

多摩美術大学校友会 3 支部合同展
12/10〜22［休］月曜［内容］多摩美術大学 OB が集
まる校友会の韓国支部、台湾支部、神奈川支部の合
同展
ブラフ 18 番館
☎662-6318 A第 21 回のいちご自然塾・写真・絵画・文学展
12/4〜9
［休］
無し
［内容］
自然、動植物、人間への賛歌
第 7 回水墨画作品展
12/13〜18［休］無し
ほっとクリスマス展
12/20〜22［休］無し［内容］羊毛、絵、木工、切り絵
等のクリスマス作品展
一閑張り楽しむ会
12/24〜27［休］無し［内容］一年間の成果の展示、
発表

横浜開港資料館
☎201-2100 A横浜市中消防署 100 周年記念 横浜の大火と消防
の近代史
11/2〜1/26［休］月曜（祝日の場合は開館、翌火曜
休 館）
、12/28〜1/3［内 容］横 浜 市 の 消 防 署 誕 生
100 周年を記念する、横浜消防のあゆみをたどる展
覧会
横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場
☎771-1212 B-㉜
第 7 回 書を楽しむ麗川会展
12/6〜9［休］無し［内容］
「書を楽しむ」をモットー
に隔年で開催する書道展。漢字、仮名等個性的な作
品に挑戦。出品者：越智麗川をはじめ、麗川会会員
30 名
横浜市岩間市民プラザ
☎337-0011 B-㉞
偕恵いわまワークス 2020 年カレンダー原画展〜
わたしのすきなひと〜
11/26〜12/5［休］無 し［内 容］2020 年 の カ レ ン
ダーの原画 12 点と、偕恵いわまワークスメンバー
の作品展覧会
横浜市神奈川区民文化センター かなっくホール
☎440-1211 B-㊱
安田猛・安田ひろみ二人展
12/11〜15［休］無し［内容］10 年振りに開催する
陶芸と水彩の二人展
百瀬研勢「モノトーンの眼差し」展〜写真と詩で鎌
倉を独自に表現する〜
12/18〜22［休］無し［内容］モノクロームの視点で
鎌倉の世界を表現
横浜市港南区民文化センター ひまわりの郷
☎848-0800 B-㊲
多田正司写真展 銀座「Night＆Day」
11/28〜12/4［休］無し［内容］銀座のスナップ写
真 50 点を展示する個展
横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール
☎511-5711 B-㊴
第 9 回 若水書展
11/28〜12/3［休］無し［内容］グループ7人の漢字、
近代詩、篆刻、木額等。出品者：島崎鳳涛、今浚象、堀
内玄鷺他

横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-㊸
第 52 回 公募竹青社書展
11/26〜12/1［休］無し［内容］書文化への貢献と
会員の研鑽の成果を発表、約 230 点
湘彩展
12/3〜9［休］無し［内容］水彩や油彩を描く 7 つの
各教室の生徒たちの合同作品展、約 130 点
Natsu クレイジーパッチワーク展
12/3〜9［休］無 し［内 容］布 を パ ッ チ ワ ー ク や コ
ラージュした装飾的布絵とバッグなどの展示、約
50 点
横浜あおば 玉田ガラス工房展
12/5〜8［休］無し［内容］吹きガラス工房の生徒及
びスタッフ20余名による色鮮やかなガラスの饗宴。
約 200 点
区制 25 周年 フォトジェニック青葉 フォトコンテ
スト
12/11〜16［休］無し［内容］区制 25 周年を記念し
て「青葉区の魅力」をテーマに「まち部門」と「自然
部門」の 2 部門に分けて作品を募集。入賞作品の写
真展を開催。約 50 点
美しい色の世界
12/11〜15［休］無し［内容］小学生のぬらし絵、層
技法、パステル画等。約 60 点。主催 =AURORA アー
トの会
古稀の手習い「木工 meets 陶芸」展
12/11〜15［休］無し［内容］今年、古稀を迎えた望
月雅文の木の椅子を中心とした木工と陶芸の数々。
約 40 点
2019 成果報告展示がじゅくてん
12/21〜22［休］無し［内容］一生懸命そして楽しく
創作活動を行っているこどもたちの、絵画や工作作
品を中心とした日頃の成果を発表。約 950 点
みどりアトリエ 作品展
12/21〜22［休］無し［内容］普段着の作品展。絵画、
工作など、子どもらしい作品。約 60 点。主催 = みど
りアトリエ
「Simple≒Elegance」
〜ドレスの美しさを引き出す
フォルムの構築〜
12/18〜21［休］無し［内容］ドレスにおけるパター
ンメーキングを立体裁断によりデザイニング展示。
約 30 点
中･韓･日 アート・コスモス交流展
12/24〜1/6［休］12/29〜1/3［内 容］中 国、韓 国、
日本現代美術作家、平面、立体造形作家 60 名による
交流展の発表。約 80 点
medias
12/26〜1/5［休］12/29〜1/3［内 容］作 家 の 表 現
を形作る Media（媒体）に着目し、4 名の作家による
グループ展を開催。写真、イラストレーション、イ
ンスタレーション等。約 50 点。出品者：遠藤祐輔、
山本浩貴、岩崎広大、大門光、キュレーター：岡田翔
主催 =ands
横浜市吉野町市民プラザ
☎243-9261 B-㊺
第 34 回「あかね展」
12/4〜9［休］無し［内容］今年で 34 回目となる横
浜市退職小学校長会会員による作品展。油彩、水彩、
日本画、彫塑、陶芸、工芸等
新生アルファー写真展
12/17〜23［休］無し［内容］新元号・令和と共に誕
生した写真愛好グループの展示
横浜髙島屋美術画廊
☎311-5111 C-⑨
奥谷太一展
11/27〜12/3［休］無し［内容］洋画
市岡真治・留守玲展
11/27〜12/3［休］無し［内容］金工
十五代 坂倉新兵衛 作陶展
12/4〜10［休］無し
−気になるあの子−灰原愛展
12/4〜10［休］無し［内容］彫刻
松島純展 馬と音楽と…
12/11〜17［休］無し［内容］洋画
高橋野枝展
12/11〜17［休］無し［内容］彫刻
西嶋豊彦展 素の室礼−日本画 × 絵和紙−
12/18〜24［休］無し
福永幾夫展
12/18〜24［休］無し［内容］陶芸

