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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

再生の空間

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

地主麻衣子

JINUSHI Maiko

山口啓介

YAMAGUCHI Keisuke

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

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

川口栄《薔薇》
1975 年／油彩、キャンバス／ 45.5×53.2cm

●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。

横浜市民ギャラリーの
「新・今日の作家展 2020 再生の空間」は、
ギャラリーめぐり

10 月11 日まで開催。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 2020〜2021」と
（掲載されている展覧会情報は 2020 年 8 月15日現在のものです）
あわせてご活用ください。
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。
オフセットクレジットの提供者：アズビル株式会社

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 Araq Asia Gallery（AAA Gallery）

☎664-3907 A-①
人外の世界展Ⅲ〜ヒトナラザルモノ〜
10/24〜10/30［休］月曜火曜［内容］作品の他、アー
ティストグッズも販売
HappyHALLOWEEN〜愉快な夜〜展 第Ⅲ章
10/24〜10/30［休］月曜火曜［内容］作品の他、アー
ティストグッズも販売
DarkHALLOWEEN〜沈黙の夜〜展 第Ⅲ章
10/24〜10/30［休］月曜火曜［内容］作品の他、アー
ティストグッズも販売
にゃんこ日和〜秋＆冬〜展
10/31〜11/13［休］月曜火曜［内容］作品の他、アー
ティストグッズも販売
空色展
10/31〜11/13［休］月曜火曜［内容］作品の他、アー
ティストグッズも販売
MY WINGS 展
10/31〜11/13［休］月曜火曜［内容］作品の他、アー
ティストグッズも販売

☎628-0267 A-④
Art Gallery 山手
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、中島志緒
山中翔之郎個展−パステルで描く動物たち−
10/8〜10/13［休］無し［内容］パステルや摺筆、ペ
ンなどでリアルタッチに動物たちを描いた作品展

山中翔之郎 / 待ちわびた瞬間（とき）

第 13 回 横浜山手の坂道と風景展 PART １
10/18〜10/25［休］無し［内容］絵画・立体。
第 13 回 横浜山手の坂道と風景展 PART ２
10/27〜11/3［休］無し［内容］絵画・立体。足助久
美子、落合みづほ、勝見ケイ、小池明美、島村恵美、
鈴木麻美、田島愛及、藤本奈央、やまむらこあき
☎263-8663 A-⑥
art Truth
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
星奈緒個展
10/7〜10/12［休］無し［内容］パステルで描いた
人物画を展示
小山ゆうこ個展
10/14〜10/19［休］無し［内容］テンペラで描いた、
少女や妖精やねこや鳥などの絵画作品展
うてなかよこ個展
10/21〜10/26［休］無し［内容］アクリル絵の具や
キットパスで動物や妖精などを描いた絵画作品展
woodcut collectionⅦ
10/28〜11/2［休］無し［内容］版画家による木版
画のグループ展
☎651-9037 A-⑨
ATELIER K・ART SPACE
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

上条陽子展−炎天−
10/3〜10/14
［休］
月曜日
［内容］ドローイング 25 点

山口俊朗展
10/16〜10/28［休］月曜日［内容］平面作品 25 点
藤原京子展
10/31〜11/13［休］月曜日［内容］
「光りの深度」を
テーマにした鉄と硝子の立体作品
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 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。メンバー 17 名の作品
岡田満ドローイング展Ⅲ−イロエ
10/14〜11/1［休］月曜（月曜祝祭日の場合は翌日）
［内容］能楽の働事「イロエ」をイメージとした新作
ドローイング作品など 40 点余

か行
神奈川近代文学館
☎622-6666 A-⑮
特別展「大岡昇平の世界展」
10/3〜11/29
［休］
月曜日
（祝日は開館）
［内容］
ご遺族
から当館に寄贈された「大岡昇平文庫」の資料を中心
に、戦争に生き残った者としての責任を負いながら、
一文学者として戦後日本を歩み続けた生涯を辿る
Gallery ARK
宮﨑文子展
10/1〜10/10［休］日曜
行晃司展
10/15〜10/24［休］日曜
広田稔展
10/29〜11/7［休］日曜

☎681-6520

A-㉒

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
色無き風に誘われて「秋の創作展」
10/13〜10/25［休］10/19［内容］手作り作家 8 名
手編みセーター等 400 点位
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。
gallery fu
☎070-6429-8597 A-㉛
gallery fu7 周年特別展「七つの星」
9/25〜10/11［休］月 曜［内 容］gallery fu7 周 年 に
お薦めする若手美術家 7 人によるグループ展を開
催。平面、半立体作品

ギャルリーパリ
☎664-3917
井上絢子『すべてのひとひら』
10/1〜10/11［休］10/4、10/5

A-㉟

井上絢子 / ひのさして

ギャラリー Lei OHANA
☎941-6169 B-⑭
冬が来る前にあたたかな木版画展 Vol.Ⅵ
10/31〜11/3［休］無し［内容］木版画作品 パステ
ル画
ぎゃるりじん＆Chiyoʼ s
☎681-5900
Takano Katura 展
9/29〜10/4［休］無し［内容］平面
ダバード展
10/6〜10/11［休］無し［内容］平面
米田主税抽象絵画展
10/13〜10/18［休］無し［内容］平面
宇田真由美
10/20〜10/25［休］無し［内容］写真
窪田桃子個展
10/27〜11/1［休］無し［内容］平面

A-㊱

は行
f.e.i art gallery
☎325-0081 C-⑥
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
FEI ART MUSEUM YOKOHAMA

☎411-5031 C-⑦
2020 台湾 × 日本 現代漆芸創作交流展
9/29〜10/18［休］月 曜［内 容］第 3 回「漆 交 流 展」
今年も開催［日本作家］井上洋介、いらはらみつみ、
梅津奈保子、江村忠彦、大塚智嗣、小田伊織、小林秀
俊、佐藤史幸、髙宮ヨウコ、中島靖高、野口洋子、柗
井圭太郎、松島さくら子、松田環、三好かがり、村本
真吾、横田千明、吉田真澄、若宮隆志
［台湾作家］顧琪君、康錦樹、徐啟升、張森洋、廖勝文、
葉曉陵、劉宇婷、林世銘、吳玟錡、黃金梅、国立台湾
工芸研究発展センター

さ行
障害者スポーツ文化センター横浜ラポール

☎475-2001 B-⑲
横浜ラポール芸術市場 ラポール美術展
10/26〜11/1［休］無し［内容］障害のある方の日
頃の美術活動の成果を披露。今年で 27 年目

そごう横浜店美術画廊
比翼の会
9/29〜10/5［休］無し
柳橋進・柳橋修二 作陶展
9/29〜10/5［休］無し
猪熊佳子展
10/6〜10/12［休］無し
十五代 酒井田柿右衛門展
10/13〜10/19［休］無し
近代工芸逸品展
10/20〜10/26［休］無し
近代洋画の歩み展
10/20〜10/26［休］無し
岩波昭彦日本画展
10/27〜11/2［休］無し
即武ヤスヒロ展
10/27〜11/2［休］無し

☎465-5506

C-⑤

た行
東急百貨店たまプラーザ店 4 階アートサロン

☎903-2441 B-㉓
身野友之油絵展
10/1〜10/7［休］無し［内容］日本各地の古き佳き
街並、人々の営みと大地、自然界につながる水辺な
どがテーマの作品展

七つの星：林樹里 / 遥か

小川淳写真展｜自然回帰
10/14〜10/18［休］月曜［内容］今回はアメリカア
リゾナ州の写真を展示
千佳雄と千衣子｜切り絵アート展
10/27〜11/1［休］月曜［内容］障害を抱える千佳
雄とその母千衣子が共同制作する切り絵アート展

第 15 回 渡辺功日本画展
10/8〜10/14［休］無し［内容］岩絵具の筆致や色
彩を大切に創作
岡田眞治日本画展
10/15〜10/21［休］無し［内容］愛知県出身、愛知
県立芸術大学日本画科の教授を務める
久木朋子木版画展
10/22〜10/28［休］無し［内容］伝統的な手摺りに
よる多色刷木版画
IZUMI 作品展
10/29〜11/4［休］無し［内容］アキーラという新
しい絵具を駆使し、色とりどりの花々や静物などを
表現

大塚智嗣 /Rewind 032-01

ブラフ 18 番館
☎662-6318 A第 28.29.30 期生横浜いずみ陶芸学院卒業制作展
10/17〜10/21［休］無し

横浜市歴史博物館
☎912-7777 B-㊺
企画展「俳優緒形拳とその時代−戦後大衆文化史の
軌跡−」
10/3〜12/6［休］月曜日（祝日振替休日の場合は翌
日）
［内容］緒形ゆかりの資料を整理した東海大学と
連携し、緒形の足跡から戦後日本の大衆文化史を俯
瞰し、現代史に位置づけることを試みる

横浜開港資料館
☎201-2100 Aコスモポリタンたちの足跡−写真アルバムから−
10/3〜1/24［休］月曜日（祝日の場合は翌日）
［内
容］当館で所蔵する写真アルバムや横浜ゆかりの欧
米外国人が所蔵していた個人アルバムの足跡

横浜髙島屋美術画廊
☎311-5111 C-⑩
第 34 回 青渕会−標−
9/30〜10/6［休］無し［内容］日本画
池田省吾陶展
9/30〜10/6［休］無し
伊藤北斗作陶展
10/7〜10/13［休］無し
浅野井春奈展−貝の舌−
10/7〜10/13［休］無し［内容］彫刻
小杉小二郎展 −日常からの遁走 緩やかに時は流れ−
10/14〜10/20［休］無し［内容］洋画
堀内五明笑展
10/14〜10/20［休］無し［内容］彫刻
紫舟 〜祈り〜産んでもらっただけで一生かけても
返せない恩がある
10/21〜10/27［休］無し
丸山祐介 金属造形展
10/21〜10/27［休］無し
入江明日香展
10/28〜11/3［休］無し［内容］絵画
林亜美展
10/28〜11/3［休］無し［内容］陶芸

横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場

☎771-1212 B-㉛
第 16 回磯子写友会定期展
10/15〜10/20［休］無し［内容］磯子写友会会員及
び講師による写真作品展示会

横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール

☎511-5711 B-㊳
豊彩会展
10/7〜10/13［休］無し（祝日の場合は第 2 水曜日）
［内容］30 回展。森 秀代、池原照代、藤原みち子

横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ

☎866-2501 B-㊵
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
サンフォーカス '94 定期写真展開催
10/14〜10/19［休］無し
第 25 回 友美会展
10/20〜10/26［休］無し［内容］渡部侃先生の指導
の会員 17 名の水彩を中心
第 25 回 龍樹会 能の面展
10/23〜10/26［休］無し［内容］能・狂言面の展示会
第 28 回 水彩画 梢展
10/27〜11/2［休］無し［内容］作品約 60 点

横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-㊷
ショーケースギャラリー 大野陽生展
9/26〜12/13［休］第 4 月曜［内容］モデリングの手
法で、人型の塑像を制作する大野陽生をご紹介
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
第 31 回 レ・コピンヌ絵画展
10/6〜10/12［休］無し［内容］油彩、水彩、パステ
ル画等。約 50 点

ま行
みつい画廊
☎261-3321（ハヤカワ画材店） AYSK 絵画同好会絵画展
10/19〜10/25［休］無し［内容］水彩等約 45 点
みなとみらいギャラリー
☎682-2010 A関口幸雄展
10/6〜10/11［休］無し［内容］油彩
第 11 回 森の会展
10/7〜10/12［休］無し［内容］絵画
岩橋格のマンダラの世界
10/13〜10/19［休］無し［内容］写真を布地・着物
等に貼った作品
第 52 回 二科会写真部神奈川支部公募展
10/15〜10/19［休］無し［内容］公募写真作品
第 11 回 我流スケッチ会報告展
10/20〜10/26［休］無し［内容］風景水彩
第 42 回 静翔書展
10/28〜11/1［休］無し［内容］書道

や行
身野友之 / 風薫る頃（秋田県羽後町）

写真展フォト彩り
10/8〜10/13［休］無し
虹彩会水彩画展
10/22〜10/27［休］無し
三ツ井尚美写真展＆第 24 回のいちご・秋展
10/29〜11/3［休］無し［内容］写真・絵画・工芸・書・
文学

山手 234 番館
☎625-9393 A水彩教室〈街の会〉
10/1〜10/6［休］無し［内容］水彩えの具の楽しさ
を対象物をとおして表現

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 32 回グループ森植物画展
10/1〜10/6［休］無し［内容］主催 グループ森
第 40 回横浜能面展
10/22〜10/27［休］無し［内容］主催 面の会 代表
岩崎久人
第 32 回二翠会展（神奈川風景水彩画）
10/29〜11/3［休］無し［内容］主催 二翠会
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］横浜トリエンナー
レは 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
アーティスティック・ディレクターを迎え、時空を
超える思考の旅へと誘う
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

☎315-2828

新・今日の作家展 2020 再生の空間
9/22〜10/11
［1FB1F］
［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

2020 年第 31 回神奈美会員展
10/6〜10/11
［2FA］
［主催］神奈川美術協会
［内容］絵画、陶芸、染・織、創作人形等、会員の日頃
の創作作品を展示
Zhang Zuyi 写真展：横浜散策・鎌倉散策
10/6〜10/11
［2FB］
［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

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。

