
冬晴れの澄み渡る空のもと、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
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10月15日現在のものです）
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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。
ご来館前にご確認ください。

第57回 神奈川県高等学校書道展                      
12/9～12/13 ［全館］
［主催］神奈川県高等学校文化連盟書道専門部会
［内容］高校生による書道作品の展示。県下の公私立

高校の作品約800点

横浜市民ギャラリーからのお知らせ
12/15㊋～令和3年1/18㊊まで、館内にお入りいただくことはできません。

この期間は展示室の床改修工事、及び施設点検日となります。
ご利用のみなさまにはご不便をおかけしますが、どうぞよろしくお願いします。

ギャラリーめぐり

や行
横浜美術館 ☎221-0300 A-72
トライアローグ：横浜美術館・愛知県美術館・富山
県美術館  20世紀西洋美術コレクション
11/14～2/28［休］木曜、（2/11を除く）12/29～
1/3、2/12［内容］いま日本で観ることができる珠
玉の20世紀西洋美術が横浜に集結。公立美術館3
館が誇る西洋美術コレクションから、ピカソ、ク
レー、ミロ、エルンスト、ダリ、マグリット、ポロック、
ベーコン、ウォーホル、リヒターらの約120点の作
品。（本展を最後に横浜美術館は大規模改修工事の
ため、2021年3月より2年を超える長期休館）

横浜みなと博物館 ☎221-0280 A-73
柳原良平アートミュージアム特集展示「星空の航海」
9/29～12/20［休］月曜（祝日の場合翌日休館）［内容］
今年度2回目の特集展示。色鮮やかな星空と船を描
いた作品を数多く残した。大海原を航海して眺める
星空の情景

横浜ユーラシア文化館 ☎663-2424 A-74
杏咲く頃－絵筆と歩いたシルクロード 小間嘉幸絵画展
10/3～12/27［休］月曜（祝日、振替休日の場合翌
平日）［内容］油絵、水彩を中心。シルクロードの在り
し日の風景と人々の姿を伝える

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、風景画に関してはいくつかの
「謎」が残る。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
だったのかに迫る

ルネ・マグリット／王様の美術館
1966年、横浜美術館蔵

※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。

岩田榮吉／風景B

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

佐藤努《山手風景》
1949年／油彩、キャンバス／ 73.0×90.5cm

●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。

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

ホームページでも情報公開!



あ行

か行

メリークリスマス＆ニューイヤー展
12/17～12/27［休］火曜［内容］クリスマスとニュー
イヤーをテーマにしたグループ展

ATELIER K・ART SPACE ☎651-9037 A-⑨
富山恵美子展－Moving Silence－
11/20～12/5［休］月曜（但し11/23開廊、11/24
閉廊）［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
大坪美穂展ーここではないどこかー『祈りの日』
12/12～12/26［休］月曜［内容］インスタレーショ
ン、オブジェ、平面、映像の作品10点

岩崎ミュージアム・ギャラリー ☎623-2111 A-⑪
第40回アトンメントセンター こどもたちのてんら
んかい
12/2～12/6［休］月曜（月曜が祝祭日の場合は翌日）
［内容］40回目の作品展が思いもよらぬコロナで長
いお休みに突入。本来はオリンピックイヤー。生徒
達は世界を身近に感じる作品を制作。新しくスター
トする生徒達にエールを

パーチメントクラフトの森・冬 2020～2021《アン
ティークとともに》
12/9～1/11［休］月曜（月曜が祝祭日の場合は翌
日）、12/25～1/5［内容］パーチメントクラフトが
日本に紹介されて20年以上経過。繊細なレース模
様を紙で表現するパーチメントクラフトを愛する仲
間たちの様々な作品

エリスマン邸 ☎211-1101 A-⑬
みなとまち童画の会
12/1～12/4［休］無し［内容］作品展
Grace（恵み）写真展
12/23～12/25［休］無し

神奈川県民ホールギャラリー ☎662-5901 A-⑯
大山エンリコイサム展－夜光雲－
12/14～1/23［休］木曜、12/17、12/24、12/28～
1/4、1/7（但し1/14、1/21は開場）［内容］NYを拠
点に注目を集める気鋭の作家大山エンリコイサム。
平面、立体、サウンド、インスタレーション等、県内
最大規模5室1300平米の広大で特徴のある空間を
活用した過去最大級の作品を展開

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-⑤
岩合光昭ミニ写真展「ねこのとけい」
11/7～12/27［休］月曜（祝日除く）［内容］自由気
ままな“ネコの一日“を楽しめる約80点

Gallery ARK ☎681-6520 A-㉒
アルマ展
11/26～12/5［休］日曜
アニマート展
12/10～12/19［休］日曜

ギャラリーKAN ☎641-4751 A-㉔
クリスマスグッズとクリスマスプレゼント「クリス
マスの飾りたち展」
12/1～12/13［休］12/7［内容］来年の干支、陶芸
手編み等。手作り作家6名の作品約200点　

ギャラリー伽羅 ☎842-1428 B-⑪
手作りきゃらSHOP
12/1～12/24［休］日曜月曜［内容］綿や絹のマス
ク、来年の干支丑のお細工、着物リフォーム服・バッ
ク、買物エコバック、帽子等々手作り品多数

ギャラリーダダ ☎461-1533 C-③
赤坂孝史水彩画展
11/25～12/1［休］無し［内容］風景画

第22回JAALA国際交流展
12/9～12/20［休］無し［内容］1977年パレスチナ
との連帯で故 針生一郎氏により創立。隔年に国際展
と国内展を開催。約100点
第七回 五彩展～岩谷勢子とそのサークル合同展～
12/22～12/27［休］無し［内容］講師による院展出
品の大作から、会員の水彩、デッサン、静物、風景
県高総文祭 第47回 高校生写真展
12/23～12/27［休］無し［内容］県内高校写真部員
による写真作品約250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 C-⑩
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
米寿記念－去来の花－岡信孝展
12/2～12/8［休］無し［内容］日本画
山本真衣 硝子展
12/2～12/8［休］無し
岸野承・寛展 
12/9～12/15［休］無し［内容］彫刻、陶芸 
及川聡子－在ることの奇跡－
12/9～12/15［休］無し［内容］日本画
クリスマスアートセッション
12/16～12/22［休］無し［内容］総合
市川透・市村徳久展　
12/16～12/22［休］無し［内容］陶芸、写真
茶道具迎春の会
12/16～1/5［休］1/1
頌春展　
12/23～1/5［休］1/1［内容］絵画、工芸
鎌倉彫 三橋鎌幽展－無尽蔵－
12/23～1/5［休］1/1　
　
横浜人形の家 ☎671-9361 A-68
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 A-70
第41回 馬車道を描く日曜画家展
12/5～12/10［休］無し［内容］主催：馬車道商店街
協同組合　
第39回 馬車道写真コンクール入賞作品展
12/5～12/10［休］無し［内容］主催：馬車道商店街
協同組合
　
横浜美術館 ☎221-0300 A-72
New 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
横浜美術館コレクション展「ヨコハマ・ポリフォ
ニー：1910年代から60年代の横浜と美術」
11/14～2/28［休］木曜、（2/11を除く）12/29～
1/3、2/12［内容］横浜で育まれた作家たちの声と
創作の響き合いに耳を傾けながら、大正期から高度
経済成長期に至るまでの横浜のアートシーンを探訪

山手234番館 ☎625-9393 A-62
JIC楽しむART展
11/26～12/1［休］無し［内容］イラスト、写真
水滴石穿〈継続は力なり〉を信じて
12/11～12/15［休］無し［内容］千枚の絵ハガキと
千号のメルマガ
Grace（恵み）写真展
12/17～12/21［休］無し

横浜開港資料館 ☎201-2100 A-65
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（祝日の場合翌日） 、12/28～
1/4［内容］当館で所蔵の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
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
 ☎511-5711 B-38
綱島フォトクラブ写真展
12/8～12/14［休］無し［内容］宮田紀子、吉武毅、
佐藤健吉

横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ 
 ☎866-2501 B-40
浜画会、みずえの会 水彩画会
12/1～12/7［休］無し
第5回 四季彩の会・絵画展 ～水彩風景画～
12/15～12/21［休］無し［内容］ 透明水彩による横
浜を中心とする風景画

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

や行

は行

ま行

f.e.i art gallery ☎325-0081 C-⑥
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本の持ち主を明らかに
する為の小紙片。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
やさしい時間（とき）
12/8～12/23［休］土曜日曜祝［内容］布や毛糸、刺
繍作品の作家による展覧会。itonoko24、小池夕子、
しょうじこずえ、ほりえあいこ、Merry-Go-Round

な行
爾麗美術 ☎222-4018 A-49
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
星野鐵之「実感の美」那由他企画
12/12～12/26［休］12/16,12/23［内容］星野鐵
之氏（1939-2018）作品、那由他代表平林吉明氏厳
選、油彩15点、ドローイング5点

そごう横浜店美術画廊 ☎465-5506 C-⑤
うるしの道展
12/1～12/7［休］無し
現代根付彫刻展
12/1～12/7［休］無し
近代日本画秀作展
12/8～12/14［休］無し
巨匠陶芸展
12/8～12/14［休］無し
中村正義と日本画の鬼才たち展
12/15～12/21［休］無し
オーガフミヒロ洋画展
12/15～12/21［休］無し
現代洋画小品展
12/22～12/28［休］無し
児玉幸雄とフランスに魅せられた作家たち
12/22～12/28［休］無し

ギャラリーミロ ☎251-5229 A-32
宮部隆水彩画展
12/7～12/13［休］無し［内容］風景等
関哲郎木版画展
12/14～12/20［休］無し［内容］初個展

ぎゃるりじん＆Chiyo’s ☎681-5900 A-36
MKMS展
12/1～12/6［休］無し［内容］平面　会場 Jin 
スコーピオンズ展
12/1～12/6［休］無し［内容］平面　会場 Chiyo's
下川功男展
12/8～12/13［休］無し［内容］平面
遊紙灯 金子恵展
12/15～12/20［休］無し［内容］立体

赤坂孝史水彩画教室展（自由が丘教室）
11/25～12/1［休］無し　
Ru☆Kana個展　Blessing
12/2～12/8［休］無し［内容］絵、写真、ハンドメイ
ドアクセサリー等
安西洋一作品展
12/9～12/15［休］無し 
藤野健ニ街角スケッチ展
12/16～12/22［休］無し［内容］都市、街の空気、生
活感、匂いをおしゃれに演出
竹内靖夫油絵小品展
12/16～12/22［休］無し［内容］明るくておしゃれ
な作品　ハガキサイズ中心
ギャラリーダダアートフェスティバルベスト20展
12/23～12/29［休］無し［内容］8月に開かれたアー
トフェスティバルで人気のあった作家による作品展

gallery fu ☎070-6429-8597 A-㉛
特別展｜gift from..... to.....
12/4～12/24［休］月曜［内容］4回目。平面、立体。
青木飴色、あるがせいじ、五十嵐大地、コムロヨウスケ、
タナカマコト、服部睦美、宮内由梨、宮川慶子、VIKI

さ行

鶴見画廊 ☎584-7208 B-㉑
7人展
12/3～12/9［休］無し［内容］７人の作家によるグ
ループ展
石井行展
12/12～12/18［休］無し［内容］主にアクリル画の
作品を展示

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2020～2021」に対応しています。

Art Araq Asia Gallery（AAA Gallery）
 ☎664-3907 A-①
ANGEL展
11/28～12/11［休］月曜火曜［内容］グループ展
令和慶祝カラー展
11/28～12/11［休］月曜火曜［内容］グループ展
ペン画の世界展～第Ⅹ画～
11/28～12/11［休］月曜火曜［内容］グループ展
大忘年展
12/12～12/25［休］月曜火曜［内容］グループ展
SF－近未来－展
12/12～12/25［休］月曜火曜［内容］グループ展
Christmas festival～2020～展
12/12～12/25［休］月曜火曜［内容］グループ展
ほっこりアート「Cafe AAA」～私の贅沢タイム～5号展
12/12～12/25［休］月曜火曜［内容］グループ展

art gallery, on the wind ☎251-6937 A-③
ヨコハマ薔薇展2020 
12/5,6,12,13［休］12/7～12/11［内容］横浜市の市
花「薔薇」をテーマにした作品展。kiwi、岡田敬子、出
町麻衣子、齋藤歌織、くさのさく、市川七重、山下一美

Art Gallery 山手 ☎628-0267 A-④
第15回クリスマス展
12/12～12/25［休］無し［内容］クリスマスにふさ
わしい絵画や工芸品などを展示。小池明美、下島みち
こ、鈴木麻美、ステンドグラス虹、田代幸正、辻本優子、
FantasticLleuad日出美、中島志緒、山下千鶴子、や
まむらこあき、渡辺由子

art Truth ☎263-8663 A-⑥
河野裕子個展
12/2～12/7［休］無し［内容］クリスマスの風景や
花の作品を中心とした油彩、アクリル画
田川誠個展・たびにでかけよう
12/9～12/14［休］無し［内容］「イマジネーション
の旅」をテーマに制作した作品群を初公開「アンダ
ルシア」「カンタブリア」「バレンシア」の3部作、か
わいい動物たちのステンシル作品

みつい画廊 ☎261-3321（ハヤカワ画材店） A-60
漂展　
11/30～12/6［休］無し［内容］水彩、約40点　

みなとみらいギャラリー ☎682-2010 A-61
13thアトリエMoNo絵画展
12/9～12/14［休］無し［内容］絵画
伝統工芸つまみ細工保存会研究科 作品巡回展
12/9～12/13［休］無し［内容］つまみ細工作品
第15回 関口紅雨 書の世界～光・水・花 Part15～
12/17～12/20［休］無し［内容］書道
冬の藝術展2020
12/24～12/27［休］無し［内容］絵画

東急百貨店たまプラーザ店 4階アートサロン
 ☎903-2441 B-㉓
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
谷垣博子絵画展
12/3～12/9［休］無し［内容］歴史や芸術文化に溢
れた魅力あるヨーロッパや南米の何気ない日常を色
彩豊かに描く

前田麻里洋画展
12/10～12/16［休］無し［内容］愛らしく優しく心温
まる夢の世界を描く、川崎市多摩区出身の人気作家
柴田まどか絵画展
12/17～12/23［休］無し［内容］鮮やかな色彩と大
胆な構図で花々を描く油彩作家
アートサロン ウィンターセール
12/24～12/31［休］無し［内容］有名作家から新進
作家の作品をご奉仕価格で多数展示販売

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA 
 ☎411-5031 C-⑦
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、岡田髙弘、
広田稔

ブラフ18番館 ☎662-6318 A-58
ほっとクリスマス展
12/18～12/20［休］無し［内容］クリスマスに合わ
せたあたたかみのある作家の作品展示会

僕らの書展
12/10～12/20［休］月曜［内容］10年に渡り、活動
を続けてきた若手書家グループの解散展。メンバー
7名、約15点の大作を紹介

kiwi ／かくれんぼ

やまむらこあき／朝までもうすこし

田川誠／たびにでかけよう

服部睦美／Future world cat type robot

やさしい時間／ itonoko24

佐藤達也／雨

谷垣博子/椅子と扉


