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1月～3月は横浜市内で写真の祭典「フォト・ヨコハマ2020」開催
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11月15日現在のものです。）　
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横浜市吉野町市民プラザ ☎243-9261 B-45
第64回 夢育会書道展
1/8～13［休］無し［内容］会員及び公募による一般
部、学生部での書道発表展。漢字・かな等による屏風
仕立て作品や、墨象、木彫による作品、本会手作りの
パネル仕立ての半紙判小作品（～中学生）等の展示

横浜髙島屋美術画廊 ☎311-5111 C-⑨
迎春 展
12/25～1/7［休］1/1［内容］絵画、工芸

－新春絵草紙－中村あや子展
12/25～1/7［休］1/1［内容］日本画

中山忠彦素描展－馥郁たる線の女神たち－
1/8～14［休］無し

赤木範陸展
1/15～21［休］無し［内容］洋画

大野佳典展
1/15～21［休］無し［内容］陶芸

～ふたつの伝統と試み～ 備前 木村英昭・京焼 杉田
眞龍 二人展
1/22～28［休］無し

－幾星霜の詩－ 新生加奈展
1/22～28［休］無し［内容］日本画

美人画づくし－令和－展
1/29～2/4［休］無し

吉田喜彦 陶展
1/29～2/4［休］無し

横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A-68
第34回 道展
1/16～21［休］無し［内容］絵画展。主催=道会、代
表:吉崎道治

第63回 横浜書道連盟同人展
1/23～26［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-70
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、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

横浜市民ギャラリー展覧会情報 ☎315-2828　※会期・時間等は事前にご確認ください 

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、B1F］
［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
　第44回 横浜二大学連合写真展
1/8～1/13 ［2F］
［主催］横浜国立大学 写真部
［内容］横浜国立大学と神奈川大学の二大学合同で

行う写真展
　第32回 川へのドア展
1/8～1/13 ［1F］
［主催］川へのドア
［内容］横浜国大教育学部美術科「中尾誠教室」卒業

生によるグループ展

第8回 横浜開港アンデパンダン展
1/14～1/19 ［全館展示］
［主催］横浜開港アンデパンダン展実行委員会
［内容］誰でも自由に、表現したいことを発表できる

美術展覧会
　
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
1/22～1/27 ［全館展示］
［主催］横浜市教育委員会事務局 学校教育企画部 小

中学校企画課
［内容］横浜市立学校の児童生徒の書写作品を展示
　
平成31年度 横浜市立学校総合文化祭 図画工作・美
術・書道作品展
1/29～2/3 ［全館展示］
［主催］横浜市教育委員会事務局 学校教育企画部 小

中学校企画課
［内容］横浜市立小、中、高、特別支援学校の児童生徒

による作品展

ギャラリーめぐり

レクチャー
写真家 奥村泰宏・常盤とよ子夫妻が写した戦後の横浜
2020 年 2月11日（火・祝）14:00～15:30
講 師：西村健（横浜都市発展記念館調査研究員）
定 員：50 名（応募多数の場合は抽選）
場 所：横浜市民ギャラリー　4F アトリエ
参加費：1,000 円
申込締切：1/28（火）必着  ※締切後、当選の連絡を受けた方が

    講座に参加できます。

詳細はお問い合わせください　
　横浜市民ギャラリー　045-315-2828 戦争孤児の保護施設 1950（昭和 25）年　奥村泰宏氏撮影 提供：横浜都市発展記念館

ホームページでも情報公開!

横浜市民ギャラリーの所蔵作品を毎月紹介します

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

平野杏子《春林天》
1981年／油彩、キャンバス／ 130.4×80.9cm

●ホームページで作品解説をご覧いただけます



あ行 か行
art gallery, on the wind ☎251-6937 A-③
新春招福展2020
1/11～19［休］月曜～金曜［内容］招福の願いを込
めた展覧会。若松由希子、牧阿佑美、井上果波、黒奈、
川端泰弘、塩川加奈子
　

Art Gallery 山手 ☎628-0267 A-④
PickupColor よなよな夜風のはな灯展
1/16～26［休］水曜［内容］横浜美術大学（旧横浜美
術短期大学）を卒業した5名による13回目の展示。
田島愛及（油彩）、出羽未典（油彩）、井上宇史（油彩）
鈴木麻美（金工アクセサリー）、鈴木ひろみ（木版画）

art Truth ☎263-8663 A-⑥
迎春展～素敵な新年のために～
12/18～1/6［休］12/24～1/3［内容］迎春をテー
マにした展覧会
　

Black and white Fantasy Ⅳ-鉛筆画展-小林岳、
つだなおこ、土田圭介、永見由子
1/10～19［休］火曜［内容］4名の作家による鉛筆
画展
　

渡辺洋子個展
1/22～27［休］無し［内容］抽象、半抽象の油彩画展
　

Aii Kawashima（如月愛）個展
1/29～2/3［休］無し［内容］アクリルや墨を用いた
抽象画
　

ATELIER K・ART SPACE ☎651-9037 A-⑨
開廊20周年記念 渡辺豊重展『陽気に楽しく』
1/18～31［休］月曜［内容］平面、ドローイングを主
に立体等、190点
　

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

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「遊牧ぐらし～草原の民と砂漠の民～」           
12/14～3/22［休］月曜(祝日除く)［内容］草原と
砂漠に住む遊牧民の暮らしをテーマに、カザフの刺
繍やイランの絨毯、モンゴル、モロッコ、シリアの遊
牧民を撮影した写真、日常生活で使われる道具など
を紹介
　

神奈川県立歴史博物館 ☎201-0926 A-⑱
特別陳列「古文書が語る富士山宝永噴火－神奈川県
域の被災と復興－」
1/7～2/2［休］月曜(祝日の場合は開館、翌火曜休
館)、1/28［内容］2006年に開催した特別展『富士
山大噴火－宝永の「砂降り」と神奈川－』では未紹介
だった資料を中心に、宝永噴火の様相や被災状況、
復興過程を振り返る関連資料を改めて紹介
　

カフェ・ギャラリーリンデン ☎532-5288 B-⑦
帽子作家tabotabotabou&アクリル画・コラー
ジュ作品naomiのコラボ展
1/22～2/2［休］月曜、火曜［内容］素材を生かした
個性的なデザインの帽子作家と、色彩豊かな作品で
瑞々しい感性が楽しい作家のコラボ展示。WSや、
ライブもあり
　

画廊 楽 ☎681-7255 A-㉑
ドコニモアートセレクトショップ小作品展
1/20～26［休］無し［内容］油彩、水彩、アクリル、
版画(画廊楽Ⅰ)
　

花展
1/27～2/2［休］無し［内容］花を題材にした展示。
生け花、水彩、油彩(画廊楽Ⅰ)
　

Gallery ARK ☎681-6520 A-㉒
新春絵付け展
1/9～18［休］日曜
　

ギャラリー伽羅 ☎842-1428 B-⑪
手作りきゃらSHOP
1/7～2/1［休］日曜、月曜［内容］全て手作り。干支
のねずみのお細工物、着物や帯よりのリフォーム服、
バック、たすき掛けバック、ポーチ、編みぐるみ、ア
クセサリー、スカーフ等多数
　

ギャラリーダダ ☎461-1533 C-②
日本画のすすめ展
1/3～7［休］無し［内容］新進気鋭の日本画家展
　

パレットクラブ油絵展
1/8～14［休］無し［内容］ グループ展、油彩
　

色鉛筆19人展
1/15～21［休］無し

鶴見画廊 ☎584-7208 B-㉒
四季折々 品川成明個展
1/15～27［休］火曜［内容］四季折々の草花や風景。
日本画
　

東急百貨店たまプラーザ店 4階アートサロン
 ☎903-2441 B-㉔
新春アートオークション
1/2～8［休］無し

小池佳寿美 作品展
1/9～15［休］無し［内容］ヨーロッパの街並や、人々
の何気ない日常を描く
　

祐子 絵画展
1/16～22［休］無し［内容］鮮烈な色彩で空間を心地
よく彩る祐子の油彩。花の妖精、桜、海等をテーマに
　

第5回 渺渺展
1/23～29［休］無し［内容］様々なシーンで活躍す
る新進気鋭の若手日本画家グループ展。個性の光る
作品を展示販売
　

ギィ・デサップ 油彩画展
1/30～2/5［休］無し［内容］郷愁のパリを煌く光の
宝石箱のような色彩で描くデサップの油彩展

6th scene-6の情景
1/21～27［休］無し［内容］絵画
　

現代スペイン絵画展
1/21～27［休］無し 
　

伊達良日本画展－季の中で－
1/28～2/3［休］無し
　

－黄金テンペラの世界－大垣早代子洋画展
1/28～2/3［休］無し

た行

みつい画廊 ☎261-3321（ハヤカワ画材店） A-58
第33回グループ'88展
1/5～12［休］無し［内容］立体、水彩、油彩等約40点
　

凧の絵&小品展－みつい画廊展(アンデパンダン・
スポット展)
1/13～18［休］無し［内容］凧に絵を描いたものと、
SMサイズの絵の展示
　

みなとみらいギャラリー ☎682-2010 A-59
富士写撮会 32「富士山」
1/7～13［休］無し［内容］写真
　

糸で繋ぐ～ニット男子部と友達展～
1/8～13［休］無し［内容］編み物
　

エレメントの会 水彩画展
1/14～20［休］無し
　

クロスターアルバイテン
1/14～20［休］無し［内容］手工芸
　

多摩美術大学工芸学科ガラスプログラム3年生展
1/15～19［休］無し［内容］ガラス工芸
　

光荘会 第46回 青門書道展
1/22～27［休］無し
　

花撮影教室・はるふぉとクラブ 第2回写真展
1/28～2/3［休］無し
　

珪香会 書展
1/29～2/3［休］無し
　

第13回パッチワーク・キルト・アトリエ展
1/29～2/3［休］無し

横浜赤レンガ倉庫1号館 ☎211-1515 A-62
第19回 福知山市 佐藤太清賞公募美術展
1/24～27 ［休］無し［内容］京都府福知山市による、
現代日本画壇の重鎮として後進の育成にも心を注い
だ故・佐藤太清の志を受け継ぐ絵画公募展。受賞作
品巡回展を開催
　
横浜開港資料館 ☎201-2100 A-63
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
　
横浜市神奈川区民文化センター かなっくホール
 ☎440-1211 B-36
第41回 横浜陶芸友の会作品展 暮らしの中の器と
オブジェ
1/14～19［休］無し［内容］作って、使って楽しむ器
や個性的なオブジェ等。日々の作陶から今年の成果
を発表
　
第20回 横浜日曜絵画展 よみうりカルチャーセン
ター横浜川浦教室
1/28～2/3［休］無し［内容］春秋の屋外写生や、教
室で描いた着衣人物や季節の花等。絵画展での成果
発表を励みに
　
横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール
 ☎511-5711 B-39
JYU展
1/8～14［休］無し［内容］日本、横浜を愛しみ制作
した作品を5人の仲間で発表
　
横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-43
Fellow Art Gallery vol.36 山野将志展
10/30～1/26［休］12/29～1/3［内容］奈良を拠点
に活動している山野将志の絵画作品を紹介。アクリ
ル絵具による力強い線と豊かな色彩で画面いっぱい
に描き込まれた力作を展示
　
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
　
ショーケースギャラリー 大野綾子展
1/6～3/22［休］1/27、2/24［内容］日常の中で眼
にした植物、生活用品、風景、動作する人などあらゆ
るものや事象を、石による彫刻で表現する大野綾子
の作品展示
　
第62回「明日への手」美術展
1/11、12、18、19［休］無し［内容］約1300点ほど
の作品が前期・後期に分かれて勢ぞろい。子どもた
ちの「等身大の心」が映しだされている作品を展示
　
あざみ野フォト・アニュアル「田附勝 KAKERA き
こえてこなかった、私たちの声」展 / 横浜市所蔵カ
メラ・写真コレクション展「ダゲレオタイプ－記憶
する鏡」
1/25～2/23［休］1/27［内容］写真表現の現在を切
りとる企画展と、収蔵する約１万件の横浜市所蔵カ
メラ・写真コレクションを様々な切り口で紹介する
コレクション展を「あざみ野フォト・アニュアル」と
して同時開催

ま行

山手111番館 ☎623-2957 A-61
第6回陶芸月曜会作品展
1/10～14［休］無し
　

「Love Story」花たちの恋物語
1/16～21［休］無し［内容］庭で見つけた恋物語の
写真展
　

Emiko Nakai 写真展 〈Rejang〉祈る島Bali島
1/31～2/4［休］無し

や行

万国橋ギャラリー ☎201-8103 A-52
2020新春パステル画展
1/7～13［休］無し［内容］パステル画、24点
　

f.e.i art gallery ☎325-0081 C-⑤
ことほぎ展－瑞穂の国・日本－
1/14～31［休］土曜、日曜、祝日［内容］みずみずし
い稲穂とお米の良さを感じられる、想いのこもった
日本酒や、願いを込めて結ばれたしめ縄の展示、販売

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA 
 ☎411-5031 C-⑥
新春まんぷく！お年賀展 2020
1/9～26［休］月曜［内容］第7回目を迎える年賀状
をテーマにした企画展。日本画、油彩、立体、陶芸等、
様々なジャンルの作家による個性溢れる作品も併せ
て紹介

ブラフ18番館 ☎662-6318 A-56
SHUKAJYU-種･花･樹- 花と葉と実の世界
1/25～28［休］無し［内容］詩画集

は行
そごう横浜店美術画廊 ☎465-5506 C-④
新春絵画展
12/31～1/6［休］無し
　

日本画巨匠作家版画展
12/31～1/6［休］無し
　

茶道具逸品展
1/7～13［休］無し
　

山口和男油絵展
1/7～13［休］無し
　

松井康陽展
1/14～20［休］無し［内容］陶芸
　

アニマルアート展
1/14～20［休］無し

早春のお花畑展
1/22～28［休］無し［内容］花のある風景、水彩
　

白南風の会展
1/29～2/4［休］無し［内容］風景、人物、静物等。油彩
　

小さな小さな絵の展覧会
1/29～2/4［休］無し［内容］ささやかな空間を飾る
一点
　

gallery fu ☎070-6429-8597 A-㉛
MUSIC－ヨコハマノウタ－
（PHOTO YOKOHAMA2020パートナーイベント）
1/24～2/2［休］月曜［内容］ヨコハマを題材とした
楽曲をイメージさせる写真。企画協力=写真家、鈴
木知子
　

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～ 
1/6～12［休］無し［内容］油彩、水彩、彫刻
　

百葉展
1/13～19［休］無し［内容］日本画家交流展
　

GREEN PEPPER展
1/27～2/2［休］無し［内容］油彩、水彩等
　

ギャラリー Lei OHANA ☎941-6169 B-⑭
心を編む Vol.4
1/11～13［休］無し［内容］レース編み、アクセサ
リーの展示、販売
　

ギャルリーパリ ☎664-3917 A-35
新春21世紀展
1/13～2/1［休］日曜［内容］絵画、立体

ぎゃるりじん＆Chiyo’s ☎681-5900 A-36
元幼会 新春展
1/21～26［休］無し［内容］平面

さ行

・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。

お冨さん／「大黒しめ縄3尺」

清見佳奈子／「揺れる花」

絹谷幸二／「薔薇」／リトグラフ／45.5×53.5

遠藤章子／「ふれるかたち」

鈴木麻美／［夜風と金華」／鍛金、彫金／
銀、真鍮、イエローサファイア、F0パネル、アクリル板

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祭典「フォト・ヨコハマ2020（1～3月）」開催中


