横浜人形の家
☎671-9361 Aチェブラーシカとロシアのかわいい人形たち
10/10〜1/17［休］月曜、12/28〜1/1［内容］原作
となる童話の世界を飛び出し、チェブラーシカの「世
界でいちばん、やさしい世界」をジオラマ中心にご
紹介
横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111
第 32 回二翠会展（神奈川風景画）
10/29〜11/3［休］無し［内容］主催 二翠会

A-

横浜美術館
☎221-0300 ANew Artist Picks 柵瀨茉莉子展｜いのちを縫う
11/14〜12/13［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。1987 年神奈川
県横須賀市生まれ。
「縫う」ことを表現手段とし、主
に木片や木の葉、花びらといった自然物を素材に制
作する。本展では、生まれ育った佐島を舞台とした
ライフストーリーをテーマに新作を発表。全てのい
のちあるものへと向けられた柵瀬氏のあたたかい眼
差しを見出すことができる

横浜本牧絵画館
☎629-1150 B-㊻
岩田榮吉の世界 様々にある風景
10/24〜1/24［休］火 曜、12/28〜1/3［内 容］岩田
榮吉は、ヨーロッパ絵画の伝統を深く理解し、写実的
な細密表現の静物画を中心に独自の絵画世界を追求
した画家であるが、風景画に関しては「謎」が残る。残
した風景画に写実的表現のものがないこと。フェル
メールの風景画に感銘を受けながらも風景画を描か
なくなってしまうこと。そして晩年、20数年のブラン
クの後に再び風景小品を残していること。本展では、
油彩、水彩、版画、スケッチ約40点の展示を通じ、岩
田にとって風景画とは何だったのか、その謎に迫る

横浜

や行

ギ ャ ラ リ ー

2020 年

岩田榮吉／パリの街角

ら行
リーブギャラリー
☎253-7805 A上原収二展
10/26〜11/8［休］無し［内容］水彩、油彩
小沢淳展
11/9〜11/15［休］無し［内容］水彩
奥山親子展
11/23〜11/29［休］無し［内容］水彩、油彩
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☎315-2828

港の作家小品展（第 34 回）
10/27〜11/2
［1F］
［主催］港の作家美術協会［内容］50 周年を迎えた当
会の小品展。作品は 100 点以上
畑のグレー
10/28〜11/1
［主催］東京藝術大学有志

め ぐ り

［B1F］

第 76 回ハマ展
11/4〜11/14
［全館］
［主催］横浜美術協会［内容］洋画、日本画、彫刻立体、
写真部門公募入選作 500 点と会員作品
第 33 回 神奈川書家三十人展
11/25〜11/29
［2F］
［主催］神奈川新聞社［内容］神奈川を代表する書家
30 人の新作を展示。チャリティー小品展併催

Art School+Yokohama Student Exhibition.No,7
11/25〜11/29
［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 32 回 雨聲会 横浜書展
11/25〜11/29
［B1F］
［主催］雨聲会 横浜支部［内容］子供から大人まで書
道作品を展示。原杉風回顧展も併設
第 50 回世界児童画展 神奈川県展
11/28〜11/29
［3FB］
［主催］公益財団法人美育文化協会［内容］神奈川県
の入選・特選を中心に国内、海外の児童画約 200 点
斎藤寿一《宙 '88 横浜の風 A》
1988 年／木版／ 60.4×45.5cm

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。

●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。
ギャラリーめぐり

高く澄んだ秋空の下、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 9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

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
Art Gallery 山手
☎628-0267 A-④
第 13 回 横浜山手の坂道と風景展 PART2
10/27〜11/3［休］無し［内容］絵画、立体。勝見ケ
イ、小池明美、藤本奈央、やまむらこあき
art Truth
☎263-8663 A-⑥
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
武永リヨ個展
11/4〜11/9［休］無し［内容］アクリル絵の具、キッ
トパスで描いた椅子やハスをモチーフにした絵画
佐藤光個展
11/4〜11/9［休］無し［内容］アクリル絵の具で描
いた抽象画
菊池咲個展
11/4〜11/9［休］無 し［内 容］動 物 を モ チ ー フ。日
本画
永見由子個展
11/25〜11/30［休］無し［内容］女性を描いた日本画
ATELIER K・ART SPACE
☎651-9037 A-⑨
藤原京子展−the depth of light/ 光りの深度−
10/31〜11/13［休］月 曜［内 容］
「光 り の 深 度」を
テーマにした鉄と硝子の立体作品
富山恵美子展−Moving Silence−
11/20〜12/5［休］月曜（11/23 開廊、11/24 休廊）
［内容］11 年間スペインで研鑚を積み 94 年帰国。
テーマは「動いている沈黙の空間」100 号２点を含
む鉛筆画 10 点

富山恵美子／ Moving Silence

岩崎ミュージアム・ギャラリー ☎623-2111 A-⑪
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
岩崎ミュージアム第 448 回企画展 VAN 展
11/4〜11/15［休］月曜（月曜祝祭日の場合は翌日）
［内容］太平洋美術会版画部の会員、会友によるグ
ループ展
岩崎ミュージアム第 449 回企画展 六島芳朗展
11/18〜11/29［休］月曜（月曜祝祭日の場合は翌日）

神奈川県立歴史博物館
☎201-0926 A-⑱
相模川流域のみほとけ Buddhist Statues Along
Sagami River
10/10〜11/29［休］月 曜（祝 日 は 開 館）
［内 容］相
模川流域の仏像が一堂に会するはじめての機会。普
段はみることのできない貴重な仏像を多く含む
カフェ・ギャラリーリンデン ☎532-5288 B-⑥
小林大介個展
11/7〜11/15［休］月曜火曜［内容］動物、花のイラ
スト画
Gallery ARK
広田稔展
10/29〜11/7［休］日曜
アウラ展
11/12〜11/21［休］日曜
アルマ展
11/26〜12/5［休］日曜

☎681-6520

A-㉒

☎903-2441

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、パステル画
ギャルリーパリ
☎664-3917 A-㉟
山口俊郎展「Any Day Now」
11/3〜11/14［休］日曜月曜［内容］山口俊郎によ
る息子の肖像画は、生を受けてから 21 歳になるま
でのプロジェクト。息子に寄り添う父親の視線と画
家として対象に向き合う客観性視線が共存する作品
群だが、子育ても絵画の制作も愛情がなくては成り
立たないという点で共通であると山口氏は語る。油
彩肖像画 10 点とドローイングを展示

ギャラリー伽羅
☎842-1428 B-⑪
手作りきゃら SHOP
11/4〜11/7［休］無 し［内 容］着 物 リ フ ォ ー ム 服、
バック・小物、マスク、アクセサリー、編みぐるみ等
多数
ご近所のアーティスト展 vol.23
11/10〜11/21［休］月曜［内容］木版画、色鉛筆画、
花のちぎり絵、陶芸、仏画、写真、パステル画の７人
の作品展
手作りきゃら SHOP
11/24〜11/28［休］無し［内容］着物リフォーム服、
バック・小物、マスク、アクセサリー、編みぐるみ等
多数
ギャラリーダダ
☎461-1533 C-③
鈴木哲明水彩画展
11/4〜11/10［休］無し［内容］横浜の街角を巡る
スケッチ旅
阿部麗水彩画展
11/11〜11/17［休］無し［内容］卓上の花など中心
とした水彩
水彩画教室パレット展
11/18〜11/24［休］無し［内容］廣田栄一、廣田幸
子の絵画教室作品展
小玉精子小品展
11/18〜11/24［休］無し［内容］油彩、水彩、パステ
ルで日本の自然を描く
赤坂孝史水彩画展
11/25〜12/1［休］無し［内容］国内外の風景画
赤坂孝史水彩画教室展（自由が丘教室）
11/25〜12/1［休］無し［内容］風景画中心
gallery fu
☎070-6429-8597 A-㉛
千佳雄と千衣子｜切り絵アート展
10/27〜11/1［休］無し［内容］障害を抱える千佳
雄と母千衣子が共同制作する切り絵アート
「明日への光彩」翔けゆく加賀金澤工芸の虹展
11/5〜11/8［休］無し［内容］金沢の伝統と歴史を
受け継ぎ新たな想いを創造。7 人の工芸家による展
示会。
（予約制）大竹外司朗、高下裕子、芝山佳範、高
森絢子、山﨑裕理、山中七恵、吉岡正義

山口俊郎／蒼 -doubleface-

☎681-5900
ぎゃるりじん＆Chiyoʼ s
窪田桃子個展
10/27〜11/1［休］無し［内容］平面
鈴木さおり展
11/10〜11/15［休］無し［内容］水彩
鈴木徹展
11/10〜11/15［休］無し［内容］色鉛筆
久保田英津子展
11/17〜11/22［休］無し［内容］版画
古澤潤個展
11/24〜11/29［休］無し［内容］平面

A-㊱

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］第 2 火曜［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
☎465-5506 C-⑤
moment 岩波昭彦展 〜都市の肖像 + 歴史画〜
10/27〜11/2［休］無し
則武ヤスヒロ油絵展
10/27〜11/2［休］無し
ヨーロッパアンティーク名窯展
11/3〜11/9［休］無し
2020 Winter Antique Jewelry Collection
11/3〜11/9［休］無し
角田守油絵展
11/10〜11/16［休］無し
今泉毅 陶展−青瓷と天目−
11/10〜11/16［休］無し
ギィ デサップ展
11/17〜11/23［休］無し
江間廣作陶展
11/17〜11/23［休］無し
没後 35 年マルク・シャガール版画展
11/24〜11/30［休］無し

た行

写真上左から：吉岡正義（陶芸）
、大竹外司朗（漆）
、
芝山佳範（漆・沈金師）
、山中七恵（糊置師・加賀友禅）
、
高下裕子（金工）
、山﨑裕理（陶芸）
、高森絢子（陶芸）

B-㉓

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

鶴見画廊
☎584-7208 B-㉑
版画の祭典「版」
11/22〜11/29［休］無し［内容］現代版画作家によ
る作品

アトリエ 21 100 枚のクロッキー展 2020
11/24〜12/6［休］月曜［内容］上田耕造、岡田高弘、
広田稔

IZUMI ／ in the sweet memory

爾麗美術
☎222-4018 A-㊾
阿部照夫 能登茂行 2020' の二人展
10/31〜11/15
［休］
11/4、11［内容］
市立南高校OB
美術部
Ny コレクション展
11/21〜12/6［休］11/25、12/2［内 容］星 野 鐵 之
中心にパブロ・ピカソ、兵藤和男、アンドロ・コタボ、
四谷十三雄作品を展示

は行
f.e.i art gallery
☎325-0081 C-⑥
足立正平展
11/4〜11/20［休］土 曜 日 曜 祝［内 容］1976 年 東
京生まれ。多摩美術大学日本画科卒業後中国へ渡り、
中国政府給付奨学生として北京の中央美術学院で水
墨人物画を学ぶ。中国の古来より伝わる画論の第一
にある「気韻生動」を、書の古典を通じて得た感覚を
もとに、その世界を描く

☎511-5711 B-㊳
第 3 回 彩友会 透明水彩画展
11/4〜11/10［休］第 3 水曜（祝日の場合は第 2 水
曜）
［内容］土橋小夜子、蔵重久美子、森崎昭子
第 41 回 鶴見区民文化祭 鶴見書人会役員展
11/19〜11/23［休］第 3 水曜（祝日の場合は第 2 水
曜）
［内容］書作品。島津碧嵓、中川游人、横山芳碩

ブラフ 18 番館
☎662-6318 Aアメリカントールペイントフエキ作品展
11/8〜11/10［休］無し
写真展 身近な風景
11/19〜11/24［休］無し［内容］よこはまを中心に
身近な風景

ま行
みつい画廊
☎261-3321（ハヤカワ画材店） A髙田勲 郷里描 横浜展
11/2〜11/8［休］無し［内容］油彩、水彩 約 25 点
びいどろ会展
11/16〜11/22［休］無し［内容］油彩、水彩、書、写
真等
堤あかし水彩画展
11/23〜11/29［休］無し［内容］水彩画 約 30 点
みなとみらいギャラリー
☎682-2010 A第 42 回 静翔書展
10/28〜11/1［休］無し［内容］書道
「彩り・紬ぐ」横浜展
11/4〜11/8［休］無し［内容］染織作品
サロンデザール絵画教室展 2020
11/4〜11/9［休］無し［内容］絵画
第 32 回アトリエ 15 展
11/4〜11/9［休］
無し
［内容］油彩（6月から延期開催）
第二回 牧彩会 作品展
11/10〜11/16［休］無し［内容］日本画・水彩
グラスリッツェン作品展
11/19〜11/23［休］無し［内容］ガラス食器
星雲大師一筆字書道展
11/24〜11/30［休］無 し［内 容］書 道（6 月 か ら 延
期開催）
第 16 回 知遊会展
11/24〜11/30［休］無し［内容］油彩、水彩。今回が
最終回

や行
足立正平

蔵書票展−Exlibris−2020
11/24〜12/4［休］土曜日曜祝［内容］5 回目。蔵書
票とは本の見返し部分に貼りその本の持ち主を明ら
かにするための小紙片。賀口しゅうご、高田麻起子、
武田あずみ、中西静香、水口かよこ、吉田庄太郎
FEI ART MUSEUM YOKOHAMA

☎411-5031 C-⑦
BIRTHPLACE ART 2020−Tama Art University
in Kanagawa−多摩美術大学校友会展
11/4〜11/14［休］月曜［内容］神奈川県在住、在勤、
出身の作家が学科や世代を超えて集合
第 52 回白日会神奈川支部記念展
11/17〜11/22［休］月曜［内容］伝統技法を尊重し
た上で作家各々が実写表現の可能性を追求。油彩、
水彩を中心

偕恵いわまワークスカレンダー原画展『描き続けて
8 年！』
11/26〜12/13［休］無し［内容］傑作原画 12点他
横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール

広田稔

第 15 回 宏二郎絵画展
11/5〜11/11［休］無し［内容］蠟燭、波、森、川など
を、綺麗な色彩と奥行きのある画面で描く
第 2 回 鷹濱春奈日本画展
11/12〜11/18［休］無し［内容］2017 年東京藝術
大学大学院修了。動植物を中心
佐藤潤絵画展
11/19〜11/25［休］無し［内容］動物にまつわる風
習や吉祥などの動物画
グラハム・クラーク銅版画展
11/26〜12/2［休］無し［内容］ユーモアたっぷり
の独特のアーチ型銅版画

ギャラリー KAN
☎641-4751 A-㉔
布あそび「着物をリメイクした洋服展」
11/3〜11/8［休］無し［内容］着物をリメイクした
洋服、約 150 点

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（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、一文学者として戦後日本を歩み続けた生涯
を辿る

東急百貨店たまプラーザ店 4 階アートサロン

杢（mok）
｜moment
11/17〜11/22［休］無し［内容］平面

山手 234 番館
☎625-9393 A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
横浜ばら会写真部写真展
11/12〜11/17［休］無し
上から読んでも「めざめ」もでん読らか下
11/20〜11/23［休］無し［内容］筆文字作品展示会
JIC 楽しむ ART 展
11/26〜12/1［休］無し［内容］イラスト、写真
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（祝日の場合は翌日）
、12/28
〜1/4［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
横浜市岩間市民プラザ
☎337-0011 B-㉝
保土ケ谷区 高齢者作品展
10/31〜11/4［休］無し［内容］60 歳以上の方の絵
画、ちぎり絵、手芸、書、その他

横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ

☎866-2501 B-㊵
第 28 回 水彩画 梢展
10/27〜11/2［休］無し［内容］作品約 60 点
第 8 回フレッシュ展
11/11〜11/16［休］無し［内容］具象抽象、油彩、水彩
10 周年記念ほのぼのカメラ会 第 41 回フォトクラ
ブ悠友 合同写真展
11/17〜11/23［休］無し
新書芸サロン書作展
11/24〜11/28［休］無し

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
Gallery in the Lobby 横浜市所蔵カメラ・写真コ
レクション「フィルムカメラのはじまり」
10/28〜11/15［休］無し［内容］最初期のフィルム
カメラを展示
第 53 回公募竹青社書展
11/10〜11/15［休］無し［内容］教育部（中学生以
下）
、一般部の公募作品約 125 点、役員の書作品約
70 点
2020 成果報告展示 がじゅくてん
11/21〜11/22［休］無し［内容］こどもと講師の絵
画造形作品。約 900 点
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（祝日振替休日の場合は翌日）
[ 内容］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
横浜髙島屋美術画廊
☎311-5111
入江明日香展
10/24〜11/3［休］無し［内容］絵画
林亜美 かたわらの器展
10/24〜11/3［休］無し
襲名記念 五代西村德泉茶陶展
11/4〜11/10［休］無し
手のひらの小宇宙 現代根付展
11/11〜11/17［休］無し
松﨑和実展 −禽魚−
11/11〜11/17［休］無し［内容］箔画
清水真由美陶芸展
11/11〜11/17［休］無し
薩摩焼 十五代 沈壽官展
11/18〜11/24［休］無し
大城真人 カレンダー原画展
11/25〜12/1［休］無し
須藤珠美展
11/25〜12/1［休］無し［内容］硝子
宮本治・宮本京子彫刻展
11/25〜12/1［休］無し

C-⑩

横浜人形の家
☎671-9361 A「なつかしくて、あたらしい セルロイド人形って
なぁに？」展
9/5〜11/8［休］月曜［内容］日本で唯一セルロイド
人形を作る、平井玩具製作所の制作背景、縁起物や
代表的なお人形「ミーコ」をご紹介

