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春風とともに、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2020年2月15日現在のものです。）　
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横浜美術館 ☎221-0300 A-70
横浜美術館コレクション展「横浜美術館の西洋美術 
木版挿絵からボルタンスキーまで-絵画・版画・写真・
彫刻」
2/15～5/24［休］木曜［内容］横浜美術館で初めての
「西洋美術だけ」のコレクション展。約 260 点を紹介
New Artist Picks　柵瀨茉莉子展|いのちを縫う
3/14～4/12［休］木曜［内容］将来活躍が期待される
若手作家を紹介する小企画展。「縫う」ことを表現手
段とし、自然物を素材に制作する作家の新作を展示

リーブギャラリー ☎253-7805 A-75
松下辰枝展
4/6～12［休］無し［内容］水彩、アクリル約25点
さくら展
4/13～19［休］無し［内容］5人展。水彩、油彩

横浜本牧絵画館 ☎629-1150 B-47
長谷川潔から岩田榮吉へ　静寂の形象(かたち)
4/18～7/20［休］火曜［内容］岩田榮吉の作品と、
岩田が生涯にわたり私淑した銅版画家・長谷川潔の
作品を「静寂」をテーマに展示

横浜市民ギャラリー展覧会情報 ☎315-2828

※会期・時間等は変更になる場合がございます。事前にご確認ください。

グループ欅展
4/7～4/13 ［3FA］
［主催］欅会［内容］本牧の佐々木先生の教えで学ぶ
仲間の作品、油彩画40点弱
第42回 浜美術連盟絵画展
4/14～4/19 ［2FA］
［主催］浜美術連盟［内容］水彩、油彩、パステル画約
150点
Zhang Zuyi写真展:横浜散策・鎌倉散策
4/21～4/27 ［3FB］
［主催］留日預校撮影会［内容］10年間撮り続け、リ
ラックスと感動の光景作品56枚

絵の仲間 光彩会展
4/21～4/27 ［2F］
［主催］絵の仲間 光彩会［内容］水彩画で風景、花、人
物、F6-50号、いろいろ有り、150点
神奈川県写真作家協会 第37回展
4/21～4/27 ［1F］
［主催］神奈川県写真作家協会［内容］「写真日和」を
テーマに会員各様の視点で撮影した写真100点
第87回 県展
4/29～5/4 ［全館展示］
［主催］神奈川県美術家協会［内容］公募入選作品と
県展メンバー、ジュニア、イラストアート650点

ギャラリーめぐり

※ホテル催事・予約状況により、予告なく営業時間が変更になる場合があります。

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

常盤とよ子《風呂帰り》
1955年／ゼラチン・シルバー・プリント／ 39.9×25.9cm

●ホームページで作品解説をご覧いただけます

常盤とよ子氏（1928年横浜市生まれ、2003年横浜文化賞受賞）は、
2019年12月24日にご逝去されました。心よりご冥福をお祈り申し上げます。
※横浜市民ギャラリーでは、常盤とよ子氏の作品を 11点所蔵しています。
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art Truth ☎263-8663 A-⑥
浅倉田美子個展
4/1～6［休］無し［内容］絵本やイラストレーターと
して活躍中の浅倉田美子氏の水彩画展 
東川和正作陶展
4/9～19［休］火曜［内容］酒器や花器を中心とした
曜変天目等
清水今日子個展
4/22～27［休］無し［内容］ねこやおうち等カラフ
ルなアクリル画作品展 
　
旭ギャラリー ☎955-3388 B-②
花を描く絵画展
4/6～29［休］無し［内容］五百住乙人、栗原一郎、蔡
國華等による油彩、水彩
　
ATELIER K・ART SPACE ☎651-9037 A-⑨
佐々順子展－Next Stamp－　　　　　　　
3/24～4/4［休］月曜［内容］リトグラフ、コラグラ
フ、エッチング、ドライポイント、ミクストメディア
他、20点
橋本正司展
4/11～25［休］月曜［内容］ブロンズ6点、版画15点
　
1010美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑩
まつい由美子 個展
4/11～5/3［休］水曜［内容］ミクストメディア、半
立体、水彩　
　
エリスマン邸 ☎211-1101 A-⑬
※3月28日(土)リニューアルオープン！
「分かち合いが世界を救う」パネル展+上映
4/2～5［休］無し
アンディ・レイキ横浜個展
4/17～19［休］無し［内容］絵画展
デコパージュ作品展 アンジェリック
4/25～29［休］無し
　
大佛次郎記念館 ☎622-5002 A-⑭
大佛次郎×ねこ写真展2020
2/22～4/19［休］月曜(祝日の場合は翌日)［内容］
愛猫家の大佛次郎にちなみ、ねこいっぱいの写真展
を開催。所蔵作品の他、一般から募った写真作品
360点等展示

神奈川近代文学館 ☎622-6666 A-⑮
特別展「大岡昇平の世界展」
3/20～5/17［休］月曜(祝日は開館)［内容］一文学
者として戦後日本を歩み続けた大岡昇平の生涯を、
寄贈された「大岡昇平文庫」の資料を中心に辿る
　
カフェ・ギャラリーリンデン ☎532-5288 B-⑦
リンデンコレクションから、「南桂子銅版画の世界」
4/9～26［休］月曜、火曜、水曜［内容］フランスに
渡った1950年代～1970年代の作品約20点と資
料を主に展示
　
画廊 楽 ☎681-7255 A-㉑
佐藤博志展 
3/30～4/5［休］無し［内容］油彩、水彩(画廊楽Ⅰ) 
澤野瑠那展
3/30～4/5［休］無し［内容］水彩(画廊楽Ⅱ) 
平田誠展
4/6～12［休］無し［内容］油彩(画廊楽Ⅰ) 
KAA研究・基礎合同展
4/6～12［休］無し［内容］油彩、水彩(画廊楽Ⅱ) 
楽絵画教室絵画展
4/13～19［休］無し［内容］油彩、水彩、日本画(画
廊楽Ⅰ&Ⅱ)
　
Gallery ARK ☎681-6520 A-㉒
ポラリス展
4/16～25［休］日曜
　
ギャラリーKAN ☎641-4751 A-㉔
風薫る五月「春の創作展」
4/14～26［休］月曜［内容］5名による展示、古布、
材料、和の小物や細工物等約400点位
　
ギャラリー伽羅 ☎842-1428 B-⑪
手作りきゃらSHOP　
3/31～4/30［休］日曜、月曜、祝日［内容］すべて手
作り。着物リフォーム服、バック、小物、織のポーチ、
アクセサリー、布ぞうり、編みぐるみ、正絹や大島紬、
綿絣等はぎれ等多数
　
ギャラリーダダ ☎461-1533 C-②
斎藤道代個展
4/1～7［休］無し［内容］緑豊かな風景、静物
藤田真理アートスクール展
4/1～7［休］無し
カナリア刺繍展
4/8～14［休］無し［内容］カナリア諸島の伝統的な
刺繍
泉心会かな書展
4/15～21［休］無し［内容］小筆による美しいかな
文字
中村栄水彩画展
4/22～28［休］無し［内容］風と光を感じる水彩画
香取玲子作品展
4/22～28［休］無し［内容］人物、風景等温かく力強
い作品
大田栄子水彩画展
4/29～5/5［休］無し［内容］四季折々の花や国内外
の風景
田中喜芳「ホームズのイギリス、わが郷土ヨコハマ
を描く展」
4/29～5/5［休］無し［内容］横浜やイギリスの風景、
細密彩色
　

誕生!鞍馬天狗 みんなのHEROができるまで
1/4～4/19［休］月曜(祝日の場合は翌日)［内容］大
佛次郎原作の「鞍馬天狗」。全47作のうち、第1作か
ら11作目の「角兵衛獅子」までにスポットを当て、
その軌跡を追う

みつい画廊 ☎261-3321（ハヤカワ画材店） A-58
Y・Y・Y展
4/23～26［休］無し［内容］水彩等約20点

みなとみらいギャラリー ☎682-2010 A-59
第26回 碧い水展
3/31～4/5［休］無し［内容］絵画
デジタル書作家協会 東日本展「飛」
3/31～4/5［休］無し［内容］デジタル書道
第5回 タナツハタメラ染織展
4/1～5［休］無し［内容］京都造形芸術大学通信教育
部染織コース卒業生による染織作品
第52回 二科会写真部神奈川支部公募展
4/9～13［休］無し
第20回 水曜会絵画展
4/14～20［休］無し
第2回 二水会グループ展
4/15～20［休］無し
アトリエ作品展
4/18～19［休］無し［内容］絵画、立体作品等
横浜・辰己組 きり絵展
4/21～27［休］無し
小野仁良と木だまの会 水彩画展
4/21～27［休］無し
第16回 つづき淡彩画会展
4/21～27［休］無し
第2回 My・クリエイティブドール展
4/29～5/4［休］無し［内容］創作人形

ま行

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
風景写真展　「季節の中で」
4/28～5/4［休］無し［内容］四季の自然風景を組写
真で構成し展示
　
横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール
 ☎511-5711 B-39
ゆかいな仲間展
4/22～26［休］無し［内容］平面立体。花、動物、音
楽家
百瀬研勢「吾が心の石仏」写真&詩展
4/29～5/5［休］無し
　
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ 
 ☎866-2501 B-41
神奈川現展卯月展
4/1～6［休］無し［内容］現代美術
遊美会展
4/7～13［休］無し［内容］「気韻生動」がモットーの
グループによる日本画、水墨画
第37回エターナルアート・モザイク展
4/16～20［休］無し［内容］モザイク作品
「知の会」水彩画展
4/22～27［休］無し
第26回千墨会水墨画展
4/29～5/4［休］無し［内容］水墨画、墨彩画による
額、軸装、うちわ、色紙、スカーフ等
　
横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-43
第31回レ・コピンヌ絵画展
3/31～4/6［休］無し［内容］東急セミナー青葉台「油
絵教室」の作品展。研鑚の成果を発表。約60点
第13回 田園写友会写真展
3/31～4/6［休］無し［内容］会員の作品を展示。約
60点
2020春季JAGジャパンアーティストグループ展
&小品展
4/7～13［休］無し［内容］テーマや画材手法、年齢
制限なしの一般公募展。約250点
アートユニオン青葉合同写真展
4/14～20［休］無し［内容］青葉、都筑地区を中心に
活動するフォトサークル4団体による合同写真展。 
約240点
長谷川よしえ生誕約100年記念作品展
4/21～26［休］無し［内容］ちぎり絵(母よしえ、長
女絢子作品)油彩、水彩(長男紘夫婦作品)を展示。
約30点
Aobaフォト同好会 第2回写真展 －心のままに－
4/21～26［休］無し［内容］心が動かされた一瞬を
写真で表現。 約80点
第2回 卯歳の二人展
4/21～26［休］無し［内容］さつき水墨会を主宰。墨
の濃淡の美しさに魅せられて。約40点
羽ばたけシャフル 第1回 写真展
4/28～5/4［休］無し［内容］シャフルボードスポー
ツと横浜市内、日本のシンボル写真展。約100点
　
横浜市歴史博物館 ☎912-7777 B-46
横浜市新市庁舎完成記念企画展「明治・大正ハマの
街-新市庁舎建設地・洲干島遺跡-」
4/1～7/5［休］月曜(祝日振替休日の場合は翌日)、
5/7［内容］横浜市新市庁舎建設地から出土した資
料とともに当時の浮世絵や古地図等を紹介
　
横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A-68
第28回神奈川淡彩画会展
4/16～21［休］無し［内容］主催=神奈川淡彩画会

横浜美術館 ☎221-0300 A-70
澄川喜一　そりとむくり
2/15～5/24［休］木曜［内容］戦後日本の抽象彫刻
を牽引してきた澄川喜一(すみかわ・きいち/1931
年生まれ)の、首都圏の公立美術館で開催される初
の大規模個展

山手234番館 ☎625-9393 A-60
第3回"すみれ"作品展
4/2～7［休］無し［内容］パッチワーク
フォト彩り写真展
4/9～14［休］無し
横浜スケッチ同好会 水彩スケッチ画展
4/16～21［休］無し
第2回横浜フォト轟写真展
4/23～28［休］無し
GRACE 恵み 写真展
4/30～5/5［休］無し]

山手111番館 ☎623-2957 A-61
春の宵の訪問者
4/16～21［休］無し［内容］父のステンドグラス、娘
のペイントアート
やさしい時間 Season2
4/30～5/5［休］無し［内容］猫のパステル画、写真
＋α

横浜開港資料館 ☎201-2100 A-63
横浜市新市庁舎完成記念 町会所から市役所へ－古
地図と古写真に見る横浜の歩み－
2/1～4/19［休］月曜(祝日の場合翌日)［内容］新し
い横浜市庁舎の完成を記念して、横浜市の現在に至
る歩みを古地図や古写真等で紹介

や行

f.e.i art gallery ☎325-0081 C-⑤
阿部千鶴展－花の子－
3/23～4/3［休］土曜、日曜、祝日［内容］儚い少女の
期間を、優しく美しく描き出す阿部氏。繊細な筆致
の日本画と、豊かな色彩と軽やかなタッチが美しい
水彩を展示予定　
ポレポレ展 polepole 展 vol.2
4/13～28［休］土曜、日曜、祝日［内容］福祉施設の
支援、周知を目的とした陶芸作品、多肉植物及び染
織品等、2016年ぶり二回目となるコラボ展示

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA 
 ☎411-5031 C-⑥
拓青芸術協会 第1回 横浜展
3/31～4/4［休］無し［内容］「初心を忘れず質実剛
健を旨として若い力の結集を志す」を理念に活動す
る美術団体による初の関東展を開催

ピグマリオン人形展2020
4/8～19［休］月曜［内容］ドールスペースピグマリ
オンのメンバー約90名よる自由な創作人形の世界
を展示
もりわじん個展　Everyone's gone to the moon.
4/29～5/7［休］月曜［内容］人間中心主義的思考に
対する警鐘を表現した、アーティストもりわじんの
個展

ブラフ18番館 ☎662-6318 A-56
GRACE 写真展
4/2～7［休］無し
時よ止まれ7 プロ・アマ10名による写真展
4/9～14［休］無し
第8回グループfボタニカルアート展
4/16～21［休］無し［内容］植物細密画
第4回楽しいスケッチ展
4/25～29［休］無し［内容］水彩、風景

は行

シルク博物館 ☎641-0841 A-44
シルク博物館所蔵品展「描かれた養蚕 －蚕織錦絵の
世界－」
4/25～6/7［休］毎週月曜(祝日の場合は翌日)、臨
時休館あり［内容］所蔵コレクションから、養蚕・製
糸・機織りを主題とした多色刷りの浮世絵を選りす
ぐり展示
　
そごう横浜店美術画廊 ☎465-5506 C-④
nine colors@ YOKOHAMA
3/31～4/6［休］無し［内容］絵画
島野保行油絵展
3/31～4/6［休］無し
河本真里日本画展－花日和－
4/7～13［休］無し
中司満夫油絵展
4/7～13［休］無し
重要無形文化財「小石原焼」保持者 人間国宝認定記
念 福島善三展
4/14～20［休］無し
ロバート・ハインデルとバレエアート展
4/21～27［休］無し［内容］絵画

ギャラリーぴお B1 ☎681-5122 A-㉙
遠藤清 水彩画展
4/9～14［休］無し

gallery fu ☎070-6429-8597 A-㉛
武蔵安里・田中綾子 二人展「記憶の交換」
3/20～4/5［休］月曜［内容］人間の感じる余白や余
韻にアプローチし鑑賞者の「記憶」を引き出すこと
によって、実体とは違う個々人のズレを体感
ラファエル・リマ・イトウ「邑甫yuuhoh-五感の中
の嗅覚を刺激する」
4/14～26［休］月曜［内容］ラファエル自身が創作
した物語から生まれ出た絵画作品と香水、香水瓶等。
人間の五感の中で特に嗅覚にスポットを当てたイン
スタレーション
　
ギャラリーミロ ☎251-5229 A-32
グループ“虹”展
3/30～4/5［休］無し［内容］第12回を迎える水彩、
スケッチのグループ展
広田隆子展
4/6～12［休］無し［内容］身近な物への優しいまな
ざしで描いた水彩
墨麗会水墨画展
4/13～19［休］無し［内容］第9回を迎える水墨画
グループ展
コヤマ大輔展
4/27～5/3［休］無し［内容］小山大輔が描く日本画、
水彩
　
ギャルリーパリ ☎664-3917 A-35
ロータリー美術展
4/10～15［休］無し［内容］絵画　
谷垣博子　新作展
4/16～23［休］日曜［内容］絵画

ティンガティンガアート展
4/25～5/6［休］無し［内容］絵画、工芸等
　
ぎゃるりじん＆Chiyo’s ☎681-5900 A-36
かぴぱら
4/21～26［休］無し［内容］平面

さ行

鶴見画廊 ☎584-7208 B-㉒
今昔版画展
4/6～11［休］無し［内容］東海道五十三次と現代版
画によるコラボレーション
俵たけし「絵と旅と」
4/21～28［休］無し［内容］ジョージアからイランへ

東急百貨店たまプラーザ店 4階アートサロン
 ☎903-2441 B-㉔
デイヴィッド・クレイン 絵画展
3/26～4/1［休］無し［内容］オールドイングランド
の自然の四季を森や木々の優しい光で描く英国風景
画壇の巨匠の作品展
山本宗平 油彩画展
4/2～8［休］無し［内容］ポルトガルでの展示を経験
し、豊かさとはなにか、という次の主題に向かって
歩き始めた作家の近作を出品

山下徹油絵展
4/21～27［休］無し
田中賢一郎油絵展
4/28～5/4［休］無し
藤友なほみ油絵展
4/28～5/4［休］無し

マッケンジー・ソープ展
4/9～15［休］無し［内容］人々や動物をモチーフに、
人生における美しい瞬間を表現
千住博　版画展
4/16～22［休］無し［内容］日本画の理念と美を追
求し続け、「滝」シリーズで世界的に知られる作家の
版画展
第9回 竹澤イチロー作品展
4/23～29［休］無し［内容］ハートフルなキャラク
ターの作品を発表する、クールジャパンの旗手によ
る作品展
籔内佐斗司　作品展
4/30～5/6［休］無し［内容］ユーモアと鋭い機知の
独特な世界のブロンズ作品を展示販売

た行

・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。

「食後のスケッチ」/208x307mm

ポレポレ展/共働舎陶芸作品

谷垣博子/静物

Art Araq Asia Gallery（AAA Gallery）
 ☎664-3907 A-①
『ぽかぽか!春のにゃんこ日より展～第4話～』
4/11～24［休］月曜、火曜［内容］28名による『春の
にゃんこ』がテーマの作品展
　
Art Gallery 山手 ☎628-0267 A-④
陽春展
4/9～19［休］水曜　 

第15回 猫の展覧会
4/25～5/13［休］無し［内容］猫をモチーフにした
絵画、立体。相原秀子、彬香子、海上ゆかり、加瀬香織、
下島みちこ、白井光可、田代幸正、原田愛、山中翔之
郎、渡辺由子

山中翔之郎/「ふと目についた赤…」/水彩、パステル


