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横浜市民ギャラリーの所蔵作品を毎月紹介します

多田ヒロシ《青い目の人形》
1978 年／水彩、ポスターカラー、アクリル、紙／ 72.4×102.4cm

●ホームページで作品解説をご覧いただけます

新型コロナウィルスの影響により、
展覧会が中止・延期となることがございます。
最新情報は、各施設にご確認下さい。

新・今日の作家展2020

今月は横浜市民ギャラリーで

再生の空間

「新・今日の作家展 2020 再生の空間」を開催。
ギャラリーめぐり

横浜で画廊散歩はいかがですか

S P A C E OF R E B I R T H

「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

地主麻衣子

JINUSHI Maiko

毎月ご案内する情報誌です。
「ヨコハマ・ギャラリー・マップ 2020〜2021」と

山口啓介

（掲載されている展覧会情報は 2020 年 7月15日現在のものです）
あわせてご活用ください。

YAMAGUCHI Keisuke

このパンフレットは、カーボンオフセットにより
制作に伴う CO2 排出をゼロにしています。

2020年9月22日
（火・祝）〜10月11日
（日）

10:00-18:00（入場は17:30まで）
横浜市民ギャラリー展示室1/B1

入場無料/会期中無休

オフセットクレジットの提供者：アズビル株式会社

山口啓介「地球・爆」第10番より
《黒い泪》2012年 アクリル、顔料、キャンバス
227.3×181.8cm 撮影：怡土鉄夫

主催｜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）

＊新型コロナウイルス感染症拡大状況、その他諸般の事情により、展覧会の内容が変更となる場合があります。
最新の情報は、横浜市民ギャラリーホームページでご確認いただくか、電話でお問い合わせください。
https://ycag.yafjp.org/
お問い合わせ：045-315-2828

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 2020〜2021」に対応しています。

あ行
art gallery, on the wind
☎251-6937 A-③
ときいろ展 2020
9/19〜9/27［休］月曜〜金曜［内容］新たな表現を
探る二人の日本画展。海東祐子、梶浦奈緒子

矢崎悠美個展
9/30〜10/5［休］無し［内容］創芸画という表装の
技術を駆使した絵画
ATELIER K・ART SPACE
☎651-9037 A-⑨
藤田修展
8/29〜9/12［休］月曜［内容］新作版画 モノタイプ
大森澪展
9/19〜10/1［休］月曜［内容］植物をモチーフにし
た版画 25 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 446 回企画展 藤田修展
8/26〜9/13［休］月曜（月曜祝祭日の場合は翌日）
［内容］自薦した近作を中心

海東祐子「或る日」

Art Gallery 山手
☎628-0267 A-④
毛利元郎 絵画展−古都の光・イタリア−
9/12〜9/23［休］無し［内容］イタリアの光と影が
奏でる歴史と風景

岩崎ミュージアム第 447 回企画展 版 17 展
9/16〜10/4［休］月曜（月曜祝祭日の場合は翌日）
［内容］現代版画 17 名の作品

art Truth
☎263-8663 A-⑥
糸井邦夫個展・飛べ遊べ
8/27〜9/6［休］火曜［内容］風景、動物等、アクリル
画と油彩
宗像裕作個展・何もない星に棲む。
9/9〜9/14［休］無し［内容］アクリル画。人物動物
花等、半抽象画

第 34 回 金沢区書道協会展
9/18〜9/22［休］無し［内容］渡辺龍伯、嘉嶋宏艸、
長坂光扇、千葉秀麗、市原花潤、小杉春仙 他

ギャラリーダダ
☎461-1533 C-③
福田桜 シャドーボックス個展
9/30〜10/6［休］無し［内容］東京都美術館の公募
展・創作手工芸展、国立新美術館の公募展・シャドー
ボックス展での受賞作計４点他数十点

ベルナール・ビュッフェ版画展
9/10〜9/16［休］無し［内容］ベルナール・ビュッ
フェ（1928〜1999）

横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ

ギャラリーぴお B1
☎681-5122 A-㉙
水彩スケッチ益田和雄個展
9/10〜9/15［休］無し［内容］ドイツとアルザス地
方の旅と首都近郊の水彩スケッチ
ギャルリーパリ
☎664-3917 A-㉟
ティンガ・ティンガアート展
9/3〜9/13［休］無し［内容］サバンナの動物や豊か
な自然、人々の暮らしを、現地で活躍するアーティ
ストたちが制作

Gallery ARK
中島華映展
9/3〜9/12［休］日曜

☎681-6520

A-㉒

児玉慶多展
9/17〜9/26［休］日曜
ギャラリー KAN
☎641-4751 A-㉔
甦える古布 田中みち子展
9/29〜10/2［休］無し［内容］
ドロ大島の着物地の
洋服、バック、小物類70点
ギャラリー伽羅
☎842-1428 B-⑪
手作りきゃら SHOP
9/1〜10/3［休］日・月曜祝日［内容］綿地のマスク、
綿浴衣リフォームの藍染チュニックブラウス・ス
カーフ、買物袋等
ギャラリー SHIMIZU
☎251-6177 A-㉕
ぼくと宇宙とそのカタチ
8/31〜9/9［休］無し［内容］コンテンポラリーによ
る平面と立体。上條陽子、長田良夫、森田玖吾、佐々
木重太郎、堀江美帆、宮里紘規

A-㊱

☎681-5900
ぎゃるりじん＆Chiyoʼ s
ユニットフォー展
9/8〜9/13［休］無し［内容］平面

谷地真理江個展
9/23〜9/28［休］無し［内容］アクリル画による風
景絵画

TAMA TAMA 展
9/22〜9/27［休］無し［内容］平面

f.e.i art gallery
☎325-0081 C-⑥
第 8 回 PRINT AWARD 準大賞者 松村誠一展
−SEIICHI MATSUMURA LITHOGRAPHIC
WORKS−
9/2〜9/15
［休］
土・日曜祝日
［内容］
FEI ART MUSEUM
YOKOHAMA 主催の版画公募展「第 8 回 FEI PRINT
AWARD」
（2019 年）準大賞。リトグラフ

Takano Katura 展
9/29〜10/4［休］無し［内容］平面

みなとみらいギャラリー
☎682-2010 A西区文化協会・文化祭「創作展」
9/2〜9/7［休］無し［内容］絵画、書道、生け花等

さ行
そごう横浜店美術画廊
中司満夫 油絵展
9/1〜9/7［休］無し

☎411-5031 C-⑦
第 9 回 FEI PRINT AWARD 入選作品展
9/8〜9/20［休］月曜［内容］アートをもっと身近な
ものへ！をコンセプトに毎年開催の版画の祭典

ま行

C-⑤

☎465-5506

民芸巨匠展−河井寛次郎、濱田庄司を中心に−
9/1〜9/7［休］無し

オールドバカラ展
9/8〜9/14［休］無し

第４回 ストリートファニチャーデザインコンペティ
ション
9/8〜9/14［休］無し［内容］
【6/9 から延期開催】デ
ザインコンペの応募作品

第 21 回 煌々会日本画展
9/15〜9/21［休］無し

山口貴士 日本画展
9/15〜9/21［休］無し

ハワイアンキルト等の作品展
9/22〜9/28［休］無し
第 36 回かもめクラブ写真展
9/22〜9/28［休］無し

山手 111 番館
☎623-2957 Aのいちご創刊 34 周年 済陽弥生写真展
9/17〜9/22［休］無し［内容］写真、書、文学
横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場

東急百貨店たまプラーザ店 4 階アートサロン
☎903-2441

☎771-1212

B-㉓

船戸あやこ スペインタイルアート展
8/27〜9/2［休］無し［内容］スペイン現代陶芸

☎866-2501

B-㊵

YOKOHAMA「星団」写真展
9/9〜9/15［休］無し［内容］羽鳥和子 他16名

B-㉛

中村信喬展
9/9〜9/15［休］無し［内容］人形
居島春生展−風の詩−
9/9〜9/15［休］無し［内容］洋画
増原嘉央理 陶展
9/9〜9/15［休］無し

レインボー・しゃらく合同写真展
9/9〜9/14［休］無し

中村豊展
9/16〜9/22［休］無し［内容］陶芸

第 15 回とつか美術会公募展
9/30〜10/5［休］無し［内容］区民参加の公募展

秋山隆 木彫展
9/16〜9/22［休］無し

横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656
ショーケースギャラリー 谷本真理展
7/11〜9/20［休］第 4 月曜［内容］立体作品

B-㊷

市川裕司展−受容−
8/26〜9/5［休］無し［内容］大型インスタレーショ
ンを中心に絵画、工作作品等約 40 点
IKEBANA 花下侶 かかろ 30 周年記念花展
Reﬂections Back and Beyond
9/18〜9/20［休］無し［内容］花＋音楽＋小さな魚
と花好きな仲間との花展。約 55 点
第 14 回 SEN 展
9/29〜10/5［休］無し［内容］油彩、水彩、パステル
画等。約 60 点
横浜市歴史博物館
☎912-7777 B-㊺
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−」
6/2〜9/22［休］月曜（祝日の場合は翌日、9/21 は
開館）
［内容］当時の浮世絵や古地図、周辺の近代遺
跡に関する考古学的成果を紹介
横浜髙島屋美術画廊
さがみ工芸会
8/26〜9/1［休］無し

☎311-5111

C-⑩

嵯峨卓展
8/26〜9/1［休］無し［内容］鍛金

土岐千尋 木漆工芸展
9/23〜9/29［休］無し
−真珠光彩−中田博士陶展
9/23〜9/29［休］無し
第 34 回 青渕会−標−
9/30〜10/6［休］無し［内容］日本画
池田省吾展
9/30〜10/6［休］無し［内容］陶芸
横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111
第 33 回 彩和会展
9/24〜9/29［休］無し［内容］主催 彩和会

A-

横浜美術館
☎221-0300 Aヨコハマトリエンナーレ 2020「AFTERGLOW−
光の破片をつかまえる」
7/17〜10/11［休］木曜［内容］3 年に一度開催する
現代アートの国際展として 2001 年にスタート、ま
もなく 20 年。第 7 回展はインドのニューデリーを
拠点とするアーティスト 3 名をアーティスティッ
ク・ディレクターに迎え、時空を超える思考の旅へ
と誘う

ら行

冨川秋子展
9/2〜9/8［休］無し［内容］陶芸

横浜市民ギャラリー展覧会情報

藤井勘圿・蓮 親子展−素朴繪−
9/23〜9/29［休］無し［内容］日本画

横浜本牧絵画館
☎629-1150 B-㊻
横浜本牧絵画館常設展示 横浜本牧と絵画
8/15〜10/11［休］火曜［内容］本牧を題材に本牧
の地で制作された作品のご紹介

リーブギャラリー
☎253-7805
中西繁近作展
8/31〜9/6［休］無し［内容］トリミング

A-

☎315-2828

横浜市民ギャラリー U35 若手芸術家支援事業
泉桐子個展「WE CAN'T GO HOME AGAIN」
8/28〜9/6
［B1F］
［主催］泉 桐子
［内容］日本画材を用いて絵画を制作する作家によ
る個展。大作を中心に
第 1 回カリアティード展
9/1〜9/6
［1F］
［主催］一般社団法人カリアティード
［内容］球体関節作品、フィギュア作品、彫刻立体作
品による国際公募展

や行

た行

第 4 回フォトみちづれ写真展
9/1〜9/7［休］無し

アトリエ 21−横浜再発見−
9/2〜9/8［休］無し

第 15 回 iARTS 神奈川展
9/8〜9/14［休］無し［内容］絵画

作品展覧会 夕星（ゆうづつ）
9/9〜9/13［休］無し［内容］
【3/18 から延期開催】
絵画、書道、小物、組紐等の作品

堀田髙 油絵展
9/8〜9/14［休］無し

池田誠史 油絵展
9/22〜9/28［休］無し

宮里紘規

は行

台湾 × 日本 漆交流展
9/29〜10/18［休］月 曜［内 容］第 3 回「漆 交 流 展」
今年も開催

松田恵一展
9/15〜9/20［休］無し［内容］平面

ガレ、ドーム展
9/22〜9/28［休］無し

すぎうらひろあき個展
9/16〜9/21［休］無し［内容］動物を描いた油彩

小澤摩純 絵画展
9/24〜9/30［休］無し［内容］童話やオペラを題材
に描く。原画や新作版画を多数展示販売

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA

岡重利 陶展
9/15〜9/21［休］無し

宗像裕作「何もない星に棲む。
」

越畑喜代美 日本画展
9/17〜9/23［休］無し

第8回FEI PRINT AWARD 準大賞者展 白木原麻紀展
9/17〜10/2
［休］
土・日曜祝日
［内容］
FEI ART MUSEUM
YOKOHAMA 主催の版画公募展「第 8 回 FEI PRINT
AWARD」
（2019 年）準大賞。銅版画
アフリカンアート

神奈川近代文学館
☎622-6666 A-⑮
文学の森へ 神奈川と作家たち展 夏目漱石から萩原
朔太郎まで（コーナー展示：新収蔵・夏目漱石資料）
6/13〜9/27［休］月曜（祝日は開館）
［内容］神奈川
の地にゆかり深い文豪から、夏目漱石、森鷗外、国木
田独歩、与謝野晶子、泉鏡花、萩原朔太郎ら文学世界
を紹介

秋月展
9/26〜10/4［休］無し［内容］絵画、ガラス工芸、金
属工芸、キャンドル等 國枝愛子、鈴木麻美、田代幸
正、瀧田さりな、堀悦子、mille glass 山下千鶴子、や
まむらこあき

小林渡 作陶展
9/3〜9/9［休］無し［内容］象嵌、花入、食器等の土
物作品を展示販売

大佛次郎記念館
☎622-5002 A-⑭
誕生！鞍馬天狗 みんなの HERO ができるまで
1/4〜9/6［休］月曜（月曜祝日の場合は翌平日）
［内容］
【会期延長】鞍馬天狗の誕生から HERO へと
変貌していく軌跡

か行

毛利元郎「グッビオの 6 月の或る日」

黒田茂樹 銅版画展 Bird Land 2020
8/31〜9/19［休］9/13［内容］鳥を題材にした銅版
画展

第 22 回華の墨絵会展
9/1 〜 9/6
［2FA］
［主催］華の墨絵会
［内容］掛軸、6 号〜 100 号を超える、水墨画作品 50
点程

第 58 回全国公募日書家展
9/9〜9/14
［全館展示］
［主催］日本書道家連盟
［内容］書道作品「一般公募・学生部」480 点
新・今日の作家展 2020 再生の空間
9/22〜10/11
［B1F/1F］
［主催］横浜市民ギャラリー
[ 内容 ] 毎年テーマを設定して同時代の作家の作品
を展覧し、現代の表現を探る「新・今日の作
家展」
。今回は〈再生の空間〉をテーマに、地
主麻衣子の新作映像インスタレーションと、
山口啓介の大型絵画作品を展示
第 1 回 GAL 2018 展
9/29〜10/4
［3FB］
［主催］GAL 2018
［内容］京都造形芸術大学通信教育部卒業生による
油彩画グループ展

会期・時間等は変更になる場合がございます。ご来館前にご確認ください。

