横浜髙島屋美術画廊
☎311-5111
廣田真知子展 一塵の夢
1/13〜1/19［休］無し［内容］洋画

C-⑩

深見文紀陶展
1/13〜1/19［休］無し
奏彩−7 つの視点−
1/20〜1/26［休］無し［内容］櫻井孝美、山内慈夫、
横森幹男、傍島幹司、福島唯史、村上弘人、山本靖久
〜青の諸相 粉青瓷〜 若尾誠 作陶展
1/20〜1/26［休］無し
萩 次世代の陶Ⅱ
1/27〜2/2［休］無し［内容］岡田泰、田原崇雄、坂倉
正紘、新庄紹弘、坂悠太
野口俊介展−光彩の旋律−
1/27〜2/2［休］無し［内容］洋画
横浜赤レンガ倉庫 1 号館
☎211-1515 A第 20 回 福知山市 佐藤太清賞公募美術展
1/22〜1/25［休］無し［内容］京都府福知山市出身
の文化勲章受章者 故佐藤太清。現在第一線で活躍す
る多くの日本画家を送り出してきたその志を受け継
ぎ、21 世紀の芸術文化を担う人材の育成を目的と
して、高校生・大学生を中心に全国から絵画作品の
一般公募を行う。本展は受賞作品の巡回展
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

横浜美術館
☎221-0300 A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
品を展示。表現手法と概念の刷新が繰り返された
20 世紀の西洋美術の足跡をたどる。
（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

や行

ギ ャ ラ リ ー

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

め ぐ り

2021年

横浜市吉野町市民プラザ
☎243-9261 B-㊹
第 65 回夢育会書道展
1/6〜1/11［休］無し［内容］会員及び公募による一
般部、学生部での書道発表展
☎629-1150 B-㊻
横浜本牧絵画館
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

1

月号

横浜市民ギャラリーの所蔵作品を毎月紹介します

横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A第 35 回 道展
1/14〜1/19［休］無し［内容］絵画展 主催 / 道会（代
表吉崎道治）
第 64 回横浜書道連盟同人展
1/21〜1/24［休］無し［内容］主催 / 横浜書道連盟
会長 前田聖峰

岩田榮吉／パリの街角
渡辺豊重《それゆけモクモク》

1992 年／シルクスクリーン／ 43.6×57.3cm

●ホームページで作品解説をご覧いただけます

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。

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。

1 月〜3 月は写真の祭典「フォト・ヨコハマ 2021」が開催
ギャラリーめぐり

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 11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。

gallery fu
☎070-6429-8597 A-㉛
グループ写真展「ヨコハマノウタ シーズン2」
1/19〜1/31［休］月曜［内容］ヨコハマを題材とし
た楽曲をイメージさせる写真展（第 2 回目）企画協
力：写真家鈴木知子

藤倉英幸作品展
1/7〜1/13［休］無し［内容］JR 北海道の月刊社内誌
の表紙を 25 年間にわたり担当したはり絵で描かれ
る風景画家

ま行

★この欄と同色のものが写真展です。

横浜をもっと楽しむ写真の祭典「フォト・ヨコハマ2021（1〜3 月）」
開催中

干支の絵展＆凧の絵展
1/18〜1/24［休］無し［内容］年賀状と凧の展示
鈴木知子／ブルー・ライト・ヨコハマ 2020（参考作品）

Art Araq Asia Gallery（AAA Gallery）

☎664-3907

新春神業展
1/9〜1/22［休］月曜火曜［内容］グループ展

A-①

夜展
1/9〜1/22［休］月曜火曜［内容］グループ展
BLUE 展〜第Ⅴ話〜
1/9〜1/22［休］月曜火曜［内容］グループ展
Grey 展
1/9〜1/22［休］月曜火曜［内容］グループ展
あにまるわーるど！動物展〜part4〜
1/23〜2/5［休］月曜火曜［内容］グループ展
人外の世界展Ⅳ〜ヒトナラザルモノ〜
1/23〜2/5［休］月曜火曜［内容］グループ展
角展〜アタシのツノ〜Ⅱ
1/23〜2/5［休］月曜火曜［内容］グループ展
けもみみ展Ⅱ
1/23〜2/5［休］月曜火曜［内容］グループ展
まじょ展
1/23〜2/5［休］月曜火曜［内容］グループ展
art gallery, on the wind
☎251-6937 A-③
新春招福展 2021
1/9〜1/17［休］1/11〜1/15［内容］新春をむかえ
招福の願いをこめた作品展。若松由希子、牧阿佑美、
井上果波、美里澄香、いね子、川端泰弘、服部沙織、
KANA☆、黒奈

岩崎ミュージアム・ギャラリー ☎623-2111 A-⑪
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
ドレス・シルエット 2021
1/14〜2/7［休］月曜（月曜が祝祭日の場合は翌日）
［内容］岩崎ミュージアム ドレス体験コーナーにて
ご案内しているドレスのシルエットを中心に当時の
装いをご紹介

か行
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、12/28〜1/4、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
神奈川県立歴史博物館
☎201-0926 A-⑱
かながわの正月−よい年になりますように−
12/12〜1/24［休］12/27〜1/4、1/18［内容］現在
の神奈川県域の大正月と小正月を主に取り上げ、正
月にまつわる民俗資料、近世・近現代の暦や日記、か
つての行事の映像などを用いながら行事の根底に流
れる心意を読み解く
Gallery ARK
新春お年玉企画展
1/14〜1/23［休］日曜

☎681-6520

A-㉒

ギャラリー伽羅
☎842-1428 B-⑪
手作りきゃら SHOP
1/8〜1/30［休］日曜月曜［内容］着物リフォーム服、
エコバック、干支のうしお細工物、和布たすき掛け
バック、ポーチ、アクセサリー等全て手作り品多数
牧阿佑美／いつかのこえたち

ATELIER K・ART SPACE
☎651-9037 A-⑨
橋本庄司展
1/9〜1/23［休］月曜［内容］ブロンズ、版画計 30 点

ギャラリーダダ
☎461-1533 C-③
新春を彩る日本画展
1/3〜1/12［休］無し［内容］県内外で活躍中の日本
画家による個性溢れる小品展
コウキ画業 60 周年記念展
1/13〜1/19［休］無し［内容］末期ガン及び強迫神
経症の中で描いた小作品も展示
白南風の会展
1/20〜1/26［休］無し［内容］新洋画会に所属する
メンバーによる新作小品展
色鉛筆 18 人展
1/27〜2/2［休］無し［内容］国内外で活躍する色鉛
筆画家 18 人による作品展

橋本庄司／ 2 つの門

あざみ野フォト・アニュアル「とどまってみえるもの」
1/23〜2/14［休］1/25［内 容］こ れ ま で の 撮 影 方
法や手法にとらわれず、新たな表現に挑み続ける 7
人の
「写真」
を展示。
宇田川直寛、
川島崇志、
木原結花、
チバガク、新居上実、平本成海、吉田志穂。コ・キュ
レーターは菅沼比呂志

みつい画廊
☎261-3321（ハヤカワ画材店） A第 34 回グループ 88 展
1/9〜1/17［休］無し［内容］立体、水彩、油彩等

1〜3月は写真展をクローズアップしてご紹介します。ぜひお出かけください。

あ行

万国橋ギャラリー
☎080-3388-2799 A2021 新春パステル画展
1/12〜1/18［休］無し［内容］パステル画 24 点

ギャルリーパリ
☎664-3917
第 20 回新春 21 世紀展
1/13〜1/30［休］1/17、1/18、1/24

A-㉟

みなとみらいギャラリー
☎682-2010
「富士山」富士写撮会写真展 33
1/12〜1/18［休］無し

藤倉英幸／雪の電車通り

有馬和彦油彩展
1/14〜1/20［休］無し［内容］ヨーロッパ各地の風
景を透明感ある澄んだ色彩で描いた油彩画を中心
に、日本の風景も併せてご紹介
第 6 回 渺渺展
1/21〜1/27［休］無し［内容］様々なシーンで活躍
する新進気鋭の若手日本画家グループ《渺渺展》個
性の光る作品を展示販売

柵瀬茉莉子／海の骨 -2 作品部分

ぎゃるりじん＆Chiyoʼ s
☎681-5900 A-㊱
元幼会新春展
1/19〜1/24［休］無し［内容］平面 会場Jin/Chiyo's

さ行
そごう横浜店美術画廊
☎465-5506 C-⑤
日本画巨匠作家版画展〜神奈川ゆかりの作家を中
心に〜
12/29〜1/4［休］無し
新春絵画展
12/29〜1/11［休］無し

棟方志功と民芸作家展
1/28〜2/3［休］無し［内容］世界的な木版画家棟方
志功の作品や河井寛次郎、濱田庄司らの陶芸作品を
展示

は行
f.e.i art gallery
☎325-0081 C-⑥
ことほぎ展−つなぐこころ−
1/12〜1/29［休］土曜日曜祝［内容］日本の伝統を
後世につなぐ展示を開催。幸一光 株式会社 松崎人
形、杉戸裕隆、寺島綾子、藤原美智子、和工房包結 森
田江里子

A-

融（ゆう）
1/13〜1/18［休］無し［内容］多摩美術大学工芸学
科 ガラス・プログラム３年のガラス作品
四人展−それぞれの瞬（トキ）
−
1/19〜1/25［休］無し［内容］風景写真
書道チャレンジ作品展
1/21〜1/24［休］無し［内容］書道

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
横浜市神奈川区民文化センター かなっくホール

☎440-1211 B-㉟
第 42 回 横浜陶芸友の会作品展 暮らしの中の器と
オブジェ
1/12〜1/17［休］無し

☎866-2501 B-㊵
葉っぱの会書作品展
1/9〜1/10［休］無し［内容］子供の書き初め、大人
のかな、漢字作品を展示

長澤耕平日本画展
1/12〜1/18［休］無し

戸塚っ子 いきいきアートフェスティバル 第 14 回
作品展
1/16〜1/17［休］無し［内容］区内小中高特別支援
学校の児童生徒の作品を展示

新春茶道具展
1/12〜1/18［休］無し
森田江里子 / 掛蓬莱

竹内康行油絵展
1/19〜1/25［休］無し

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA

☎411-5031

田尾憲司日本画展
1/19〜1/25［休］無し

C-⑦

新春まんぷく！お年賀展 2021
1/7〜1/24［休］月曜［内容］新年を彩る年賀状を
テーマにした「誰かに伝えたい、贈りたい」作品に出
会える展覧会

西田俊英日本画展
1/26〜2/1［休］無し

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
ニューイヤーセール
1/2〜1/6［休］無し［内容］巨匠から新人まで新し
い 1 年を彩る絵画作品約 100 点

神奈川県立上矢部高等学校 36 期美術科 2 期生 卒業
制作展
1/28〜2/1［休］無し［内容］神奈川県立上矢部高校
36 期美術科 2 期生による卒業制作展
横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-㊷
Fellow Art Gallery vol.40 藤本正人展
10/28〜1/24［休］毎月第 4 月曜、12/29〜1/3［内
容］映像
第 63 回「明日への手」美術展 神奈川展（前期・後期）
1/9〜1/17［休］無し［内容］会員の絵画平面作品、
立体、工作作品等。約 1300 点

鶴見画廊
☎584-7208 B-㉑
平野俊一日本画展
1/8〜1/16［休］1/12［内容］花の庭園のイメージ。
たおやかな花の風情を描写

中村あや子／アマビエ大明神

あざみ野フォト・アニュアル 横浜市所蔵カメラ・写
真コレクション展「写真とプリント」
1/23〜2/14［休］1/25［内 容］写 真 と プ リ ン ト を
テーマにコレクション約 150 点をご紹介。19〜20
世紀の様々なプリントの技法で制作された写真、関
連の深いカメラや関連資料を通して、プリントと写
真表現の関係性を探る

や行

横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ

上條真三留油絵展
1/5〜1/11［休］無し

川島崇志／
The Map attracts me more than The Territory #001
「地図は領土よりも興味深い」シリーズより／ 2014

ショーケースギャラリー 安部寿紗展
1/9〜3/21［休］毎月第 4 月曜［内容］米をテーマに
インスタレーションやパフォーマンスを制作する安
部寿紗の作品

ジョージ・バーナード・ショー／アルヴィン・ラングドン・コバーン／
1904 年

横浜市歴史博物館
☎912-7777 B-㊺
金子富夫凧コレクション 大空を彩るアート−凧で
旅する日本と世界−
12/16〜1/11［休］月曜（祝日振替休日の場合は翌
日）12/28〜1/4［内容］金子富夫コレクションのな
かから、凧の起源のひとつであり、日本に影響を与
えた中国や韓国の凧をはじめ、北海道から沖縄に至
る各地の伝統凧、また独特な東南アジアの凧や西洋
のカイトなどを選りすぐり、日本や世界各地に広が
る凧の文化をご紹介
令和 2 年度 横浜市指定・登録文化財展
12/16〜1/11
［休］
月曜
（祝日振替休日の場合は翌日）
12/28〜1/4［内容］昨年度に指定された文化財を中
心に、市内に伝えられた貴重な文化資料をご紹介
特別展「横浜の仏像−しられざるみほとけたち」
1/23〜3/21［休］月曜（祝日振替休日の場合は翌日）
［内容］横浜市域に伝わる仏像を総合的・体系的に紹
介する初めての展覧会
横浜髙島屋美術画廊
茶道具迎春の会
12/16〜1/5［休］1/1

☎311-5111

頌春展
12/30〜1/5［休］1/1［内容］絵画、工芸
鎌倉彫 三橋鎌幽展−無尽蔵−
12/30〜1/5［休］1/1
上田耕造展−光と風の風景−
1/6〜1/12［休］無し［内容］洋画
藤田耀憶 木彫展
1/6〜1/12［休］無し
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