横浜

ギ ャ ラ リ ー

め ぐ り

2021年

2

月号

横浜市民ギャラリーの所蔵作品を毎月紹介します

加山四郎《港（船の絵）
》
1971 年 / 油彩、キャンバス /130.4×162.5cm

●本作品は
「横浜市民ギャラリーコレクション展 2021 うつし、描かれた港と水辺」
（3 月 5 日〜3 月 21 日、横浜市民ギャラリー展示室 1、B1）に出品されます。
※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。

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 12 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。

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。
★この欄と同色のものが写真展です。

開催中
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）」

あ行
Art Araq Asia Gallery（AAA Gallery）

☎664-3907 A-①
Girls Valentineʼs Day〜Sweet & Bitter〜展 2021
2/6〜2/19［休］月・火曜［内容］グループ展
Boy's Generation 展 第 2 弾
2/6〜2/19［休］月・火曜［内容］グループ展
食べる・食べる・食べる展〜第二品目〜
2/20〜3/5［休］月・火曜［内容］グループ展
ペン画の世界展 2021〜第Ⅰ画〜
2/20〜3/5［休］月・火曜［内容］グループ展

Art Gallery 山手
☎628-0267 A-④
第 12 回 猫・ねこ写真展 PART1
2/25〜3/7［休］水曜［内容］12 回目となる猫をモ
チーフとした写真展。大森裕、クワイケイイチ、島村
恵美、利根川キヨシ、信清正充、やすえひでのり、矢
部一樹

信清正充

art Truth
☎263-8663 A-⑥
私の硝子絵展Ⅱ
1/28〜2/7［休］火曜［内容］7 名の作家による硝子
絵の展覧会
Aii Kawashima 個展 現代アート作品
2/10〜2/15［休］無し［内容］現代アート作品
真冬のアルペジオ
2/17〜2/21［休］無し［内容］3 名の作家による版
画の展覧会
夢の扉・イストワール二人展
2/17〜2/21［休］無し［内容］ファンタジックな作
風のアクリル画、油彩画
岩崎ミュージアム・ギャラリー ☎623-2111 A-⑪
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］ドレス・シルエットを中心として、当時の装
いをご紹介
岩崎ミュージアム第450回企画展 大宇宙人展 Great
Emoalien exhibition
2/10〜2/28［休］月曜(月曜が祝祭日の場合は翌日)
［内容］イラストレーター・エモリハルヒコ氏のライ
フワーク「宇宙人」シリーズのゲーム化を記念して
の大展覧会
B-③
テーマ展「小さな騎士たち」
11/20〜2/14［休］月・火曜 ( 祝日・振替休日は開館、
直後の平日閉館 ［
) 内容］馬を数多く題材とし始めた
数千年前の作品から、青銅製品、陶器、副葬品などに
表現された小さな騎士たちをご紹介

馬の博物館 ( 根岸競馬記念公苑）

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 第 2 部 芥川龍之介
から中島敦まで
12/12〜3/14［休］月曜 ( 祝日は開館 ［
) 内容］日本
が軍国主義を推し進め世界と対立、ついには崩壊へ
と至る関東大震災から敗戦まで。芥川龍之介の衝撃
的な死に始まるこの激動の時代、それぞれの生き方、
文学の道を選んで活躍した中島敦まで 10 人の作家
をとりあげる
生誕 100 年 金達寿展
12/12〜3/14［休］月曜 ( 祝日は開館 ［
) 内容］金達
寿生誕 100 年にあたるのを機に、日本人と朝鮮人の
相互理解を希求したその生涯と作品を「金達寿文庫」
資料を中心に紹介
Gallery ARK
魅惑の人物画展
2/18〜2/27［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
2/2〜2/27［休］日・月曜祝［内容］着物リフォーム
服、バック、ポーチ、干支のうしお細工物、疫病除け
お細工物、マスク・帽子・スカーフ・アクセサリー等
ギャラリーダダ
☎461-1533 C-③
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
けいちつスケッチ会展
2/3〜2/9［休］無し［内容］ギャラリーダダ主催。月
に一度のスケッチ会の年に一度の発表会
大坪和廣作品展
2/10〜2/16［休］無し［内容］国内外の風景画
多田すみえ猫展
2/17〜2/22［休］無し［内容］童画家多田すみえに
よる年に一度の猫展
三木喬作品展
2/24〜3/2［休］無し［内容］水彩。国内外の風景を
独特のタッチで
早春のお花畑展
2/24〜3/2［休］無し［内容］水彩。お花、お花のある
風景等
gallery fu

☎070-6429-8597

A-㉛

※コロナウイルス感染症により展覧会スケジュールは変更に
なる可能性がございます。詳しくは HP をご確認ください。

北本晶子個展
2/3〜2/14［休］月曜［内容］銅版画作品 3 点、ドロー
イング作品 10 点

カフェ・ギャラリーリンデン ☎532-5288 B-⑥
Tako★MASARU 個展「ぼっちのたからもの」
2/10〜2/21［休］月・火曜［内容］2 匹のタコが大活
躍する新作絵本の原画をメインに小作品を多数展示

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA

☎411-5031

1.28 ART SHODO FUTURE
1/28〜2/13［休］月曜［内容］現代アートとしての
書道を発表する「ART SHODO FESTA」の呼びかけ
により、従来の書表現にとらわれない、斬新な切り
口で書に向き合う作家が集結。本展キュレーターは
ユミコチバアソシエイツ所属作家である山本尚志氏

鶴見画廊
☎584-7208 B-㉑
第 24 回 路の会展
2/4〜2/13［休］2/9［内容］6人の作家によるグルー
プ展。浅野康則、大串孝二、木村優博、林奈保美、平
野知加子、前川隆敏
東急百貨店たまプラーザ店 4 階アートサロン

☎903-2441 B-㉓
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
籔内佐斗司展
2/4〜2/10［休］無し［内容］ユーモアと鋭い機智で
独特の世界。新作や干支などのブロンズ作品を展示
販売

ロバート・ハインデル作品展
2/11〜2/16［休］無し［内容］世界の著名なバレリー
ナ達の肢体から放たれる「一瞬の美」をエモーショ
ナルに描き生命の尊厳、人間の愛を描いた画家

ロバート・ハインデル /Pas de Duex in Rehearsal s

堀川貴永作陶展
2/18〜2/24［休］無 し［内 容］現 代 的 で 独 創 的。シ
ンプルでありながら存在感のある器は生活に新鮮な
空間を生みだす
カトラン・アイズピリ版画展
2/25〜3/3［休］無し［内容］華麗な色彩の中に形而
上的思索を感じさせるカトランと、軽快なタッチと
鮮やかな色彩で人気のアイズピリの 2 人展

な行
爾麗美術
☎222-4018 A-㊾
PHOTO NIREI 2021 パリの夜 ジャズを聴く ジェ
ラール グラナー
2/6〜2/28［休］水曜［内容］1970年代パリのジャズ
クラブで演奏するJazzの巨匠ミュージシャンたちを
中判カメラで撮影した美しいモノクロプリント

f.e.i art gallery
☎325-0081 C-⑥
生きるべき理由 (わけ) 深作秀春展
2/3〜2/25
［休］
土・日曜祝［内容］系列画廊Hideharu
Fukaskaku Gallery Roppongi にて1月に開催した
「深作秀春 新作展」を巡回開催
北本晶子／君にびびび（参考作品）

山本尚志／ナカマ

玉川大学インターン成果展「21 の主張」
2/16〜2/27［休］月曜［内容］玉川大学 3 年生イン
ターンシップが企画した展覧会を実際に立ち上げた
成果展
万国橋ギャラリー
☎080-3388-2799
宮崎和之個展
2/23〜3/1［休］無し［内容］絵画

みつい画廊
☎261-3321（ハヤカワ画材店） A東ヨーロッパの美術 〜ようこそ東ヨーロッパの世
界へ〜Mishchak Andriy 展
2/1〜2/7［休］無し［内容］油彩、木彫作品等、約 30
点の展示
第 42 回 如月展
2/15〜2/21［休］無 し［内 容］油 彩、水 彩、彫 塑、ガ
ラス工芸、写真、民芸、木工、アクリル画、キルト画、
書道
アンデパンダンプレ展 みつい画廊展
2/22〜2/28［休］無し［内容］油彩、水彩等
☎682-2010

深作秀春／難破船
「公募 三越伊勢丹 千住博日本画大賞」入選作品

横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ

☎866-2501 B-㊵
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
2021 内山教室作品展−日本画・水彩画・スケッチ−
2/3〜2/8［休］無し［内容］大船、上永谷、小杉の日
本画、水彩、スケッチの教室の展覧会
M&A 作品展示とワークショップ
2/12〜2/14［休］無し

彩ゆう会・蓮彩会 水彩画展 2021
2/23〜3/1［休］無し［内容］横山貴裕が指導する水
彩画展。風景、静物、人物等約 80 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 安部寿紗展
1/9〜3/21［休］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
紗の作品を展示
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］第 4 月曜［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。川島崇志、宇田川直寛、平本成
海、
チバガク、
木原結花、
新居上実、
吉田志穂。
コ・キュ
レーターは菅沼比呂志
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］第 4 月曜［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
横浜あおば 玉田ガラス工房展
2/18〜2/21［休］無し［内容］青葉区荏田西に設立
して 21 年になる吹きガラス工房の作品展。ベテラ
ンから初心者まで約 100 点
東京綜合写真専門学校 第61回卒業制作展・研究科展
2/25〜3/1［休］第 4 月曜［内容］写真、映像、インス
タレーション約 300 点

旅する 7 人展 Ⅱ
2/16〜2/22［休］無し［内容］写真
富士山 第８回フォトコンテスト作品展
2/16〜2/22［休］無し［内容］富士山の写真の応募
作品
新春展
2/17〜2/22［休］無し［内容］絵画、書道等
第 2 回コラージュふたり展
2/23〜3/1［休］無し［内容］コラージュ (平面・立体)
作品
「自浄〜アナトーリー・アンシンの写真展」
2/23〜3/1［休］無し
S+CAMERA CLUB presents みなとみらい写真展
Portraits+2021
2/24〜2/28［休］無し

や行

☎511-5711

C-⑤

A-

第 50 回記念 凌雲同人書展
2/9〜2/15［休］無し［内容］書道

横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール

さ行

A-

ま行

みなとみらいギャラリー
金沢フォトクラブ写真展
2/2〜2/8［休］無し

第 10 回サルビアこども絵画展「たのしい」を描こう
2/19〜2/23［休］無し［内容］
「たのしい」をテーマ
に募集した鶴見区の子どもたちの絵の展覧会

第 4 回フォトみちづれ写真展
2/16〜2/22［休］無し［内容］4 年目の写真展。自由
作品の他、野鳥、美瑛冬景色、山岳写真展示

©Hisashi Yamamoto,
Courtesy of Yumiko Chiba Associates

山手 234 番館
☎625-9393
Photo10Colors
2/11〜2/16［休］無し［内容］写真展

グループ写真展「TRAIN x KANAGAWA 2」
2/16〜2/28
［休］
月曜
［内容］
様々なフォトグラファー
が、神奈川を走る鉄道を撮影する写真展の第 2 弾

そごう横浜店美術画廊
☎465-5506
美の國 IN THE BLUE 西田俊英展
1/26〜2/1［休］無し

C-⑦

た行

は行

☎662-7581

か行

石原靖夫展
2/2〜2/8［休］無し
中村英生日本画展 - 想・想・光・光‐
2/2〜2/8［休］無し
次代を担う精鋭作家 4 人展
2/9〜2/15［休］無し
横浜美の会
2/9〜2/22［休］無し

A-

B-㊳

二人 ( 美術 ) 展
2/2〜2/7［休］無し［内容］ペンキスプレーで風景、
身の回りの物で立体に生命を注入。郷右近 健二、近
藤 仁志

横浜髙島屋美術画廊
☎311-5111 C-⑩
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
明日を築く立体造形展
2/3〜2/9［休］無し
九谷 伊豆蔵幸治作陶展
2/3〜2/9［休］無し
三代 保庭楽入茶陶展
2/10〜2/16［休］無し
渡辺おさむ展 −ノアの箱舟−
2/10〜2/16［休］無し［内容］立体
奥村美佳展 −かくれ里−
2/17〜2/23［休］無し［内容］日本画
赤絵細描 種田真紀展
2/17〜2/23［休］無し［内容］陶芸
鎌倉物語展
2/24〜3/2［休］無し［内容］磯部光太郎、片桐聖子、
木下めいこ、野口満一月
水野香菜日本画展 −華のたね−
2/24〜3/2［休］無し
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)、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
美術館は大規模修繕のため 2 年を超える長期休館 )
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 )、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の一端を探訪
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
1/30〜4/4［休］火曜［内容］本展では、本牧を訪れ
た多くの画家、居住して制作する画家たちによる本
牧を題材にした作品や、本牧の地で制作された作品
を展示し、本牧と絵画の関わりを様々な観点からご
紹介

横浜市歴史博物館
☎912-7777 B-㊺
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
介する初の展覧会

横浜市民ギャラリー展覧会情報

☎315-2828

橘学苑高等学校デザイン美術コース 15 期生卒業作
品展
2/3〜2/7
［3FAB］
［主催］
橘学苑高等学校デザイン美術コース
［内容］
橘学
苑高等学校デザイン美術コース15名の卒業作品の展示
神奈川朝鮮中高級学校美術部展・在日朝鮮学生美術
展特別企画展全国美術部 10 号展
2/3〜2/7
［2FA］
［主催］神奈川朝鮮中高級学校［内容］美術部の部展
と、在日朝鮮学生美術展の特別企画展を同時開催
第 33 回 川へのドア展
2/3〜2/7
［1F］
［主催］川へのドア［内容］横浜国立大学教育学部美
術科「中尾誠教室」卒業生による展覧会

国際舞台芸術ミーティング in 横浜 2021 I/0
2/13〜2/14
［B1F］
［主催］黒沼千春［内容］ダンスと書道、ジャグリング
のコンテンポラリーパフォーマンス 出演者：黒沼
千春 / 岡本晃樹 有料 & 要予約→詳細は web を参
照 ( https://www.chiharukuronuma.com/ )
合同写真展 フォトʼ 21
2/17〜2/21
［全館］
［主催］フォト展実行委員会［内容］横浜市を中心に
県内外 19 団体による写真展を全館で開催
第 43 回 日月書道会（公募）
2/24〜2/28
［全館］
［主催］日月書道会［内容］漢詩、和歌、俳句を題材と
した伝統的正統書。大作、小品、学生書初め等

中止・延期になる場合がございますので、ご来館前にご確認ください。

