
1月～3月は写真の祭典「フォト・ヨコハマ2021」が開催
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
あわせてご活用ください。 （掲載されている展覧会情報は2021年1月15日現在のものです）
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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

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

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!

 由木礼《MM21 Pier》
 1988年／木版(水性多色刷り)／ 48.9×66.6cm 

●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。
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横浜市民ギャラリー展覧会情報 ☎315-2828

中止・延期になる場合がございますので必ず、ご来館前に最新の情報をご確認ください。

横浜国立大学美術科卒業制作展
3/2～3/7 ［3FB］
［主催］横浜国立大学教育学部 美術科［内容］美術科の学
生による卒業制作および、ゼミでの作品を展示
横浜国立大学教育学部書道ゼミ 卒業制作展
3/2～3/7 ［2FA］
［主催］横浜国立大学 教育学部 書道ゼミ［内容］横浜国立
大学書道ゼミ学生による臨書と創作の卒業制作約30点
和光大学卒業制作展"cocoon"
3/10～3/14 ［3FAB］
［主催］和光大学表現学部 芸術学科［内容］型破りな個性
が売りもの。和光大学芸術学科、渾身の卒業制作展

40年展 紡いできて、今。そして…
3/10～3/14 ［2FB］
［主催］アート・クラブ［内容］国大美術科S54年卒生に
よる絵画、陶芸、人形、刺繍、木工など
第53回 主体美術神奈川 作家展
3/16～3/21 ［2FAB］
［主催］主体美術協会 神奈川［内容］F100号程の大作、油
彩を中心とした平面作品約50点
第69回 書作展
3/24～3/28 ［全館］
［主催］横浜書作協会［内容］横浜市文化観光局との共催
の漢字、かな、篆刻、刻字の公募書展

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 第2部 芥川龍之介から中
島敦まで
2/9～3/14［休］月曜（祝日は開館）［内容］文学の道を
選んで活躍した10人の作家をとりあげる
生誕100年 金達寿展
2/9～3/14［休］月曜（祝日は開館）［内容］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紹介
神奈川県立歴史博物館 ☎201-0926 A-⑱
特別陳列「出土文字資料からみる古代の神奈川」
2/9～3/28［休］月曜（祝日は開館）［内容］県内の遺跡
から出土した文字資料を中心に、古代神奈川の様相につ
いて現時点での成果を紹介
令和2年度かながわの遺跡展「相模川 遺跡紀行～3万年
のものがたり～」
2/9～3/7［休］月曜（祝日は開館）［内容］旧石器時代か
ら相模川のほとりで生きてきた人の歩みを紹介
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
県民が見た世界遺産・絶景・暮らし写真展
2/9～3/14［休］月曜（祝日除く）［内容］神奈川県民が
国内外で撮影した応募作の写真展
　藤村大介写真展「Habitable zone～生命居住可能領域～」
2/9～3/21［休］月曜（祝日除く）［内容］果てしない宇
宙に生命が存在できる僅かな領域ハビタブルゾーン。そ
の世界を夜景で表現
　Gallery ARK ☎681-6520 A-㉒
美の饗宴展 3/4～3/13［休］日曜
アルテミス展 3/18～3/27［休］日曜
ギャラリーKAN ☎641-4751 A-㉔
江戸ちりめんの押し絵展
3/2～3/14［休］3/8［内容］羽子板、くま手、浮世絵額
に入った作品、45点位
ギャラリー伽羅 ☎842-1428 B-⑪
手作りきゃらSHOP
3/2～4/3［休］日・月・祝日［内容］着物リフォーム服、
バック、スカーフ、帽子、ポーチ、買物エコバック、マスク、
小銭入れ、アクセサリーなど多数　　
ギャラリーダダ ☎461-1533 C-③
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
のタッチで描く
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
春よ！東日本大震災から10年
3/5～3/14［休］月曜［内容］福島県出身の美術家5名に
よるグループ展。絵画、立体造形
写真三人展「守破離」
3/19～3/28［休］月曜［内容］内山香織・生越文明・山
田洋史
　ぎゃるりじん＆Chiyo’s ☎681-5900 A-36
三友周太  Exhibition　
3/9～3/21［休］3/15［内容］インスタレーション
Witch 3/23～3/28日［休］無し［内容］平面

エリスマン邸 ☎211-1101 A-⑬
デコパージュ展 アンジェリック 
3/20～3/24［休］無し［内容］デコパージュ作品
Emiko Nakai写真展 3/27～3/30［休］無し

第5回記念 藍 書道の会展
3/27～3/28［休］無し［内容］子供達の大筆作品、臨書
等、約100点
私たちのワクワク展
3/31～4/4［休］無し［内容］油彩、水彩、日本画、書、版
画、手芸、子ども作品等会員23名制作90点。
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の展覧会
横浜髙島屋美術画廊 ☎311-5111 C-⑩
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 
お守り刀展～願いを込めて～
3/3～3/9［休］無し
中村恒克展　
3/3～3/9［休］無し［内容］彫刻
清水操展－永遠の一日－
3/10～3/16［休］無し［内容］日本画
備前 金重愫作陶展
3/10～3/16［休］無し
佐藤透 コアガラス展
3/10～3/16［休］無し
安藤和夫・ニキ展　
3/17～3/23［休］無し［内容］木工・絵画
坂井直樹展
3/17～3/23［休］無し［内容］金工
絵描き、道楽、続けて百年、野見山暁治です　
3/24～3/30［休］無し［内容］洋画
彦十蒔絵 若宮隆志展－あそび心の蒔絵－
3/24～3/30［休］無し
指物 一瀬小兵衛展
3/31～4/6［休］無し
山内大介展－ハイライト－　
3/31～4/6［休］無し［内容］洋画
横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A-70
第50回墨泉社書作展
3/5～3/9［休］無し［内容］主催・書道研究墨泉社。代表 
横山芳碩
第40回面友会能面展
3/25～3/30［休］無し［内容］主催・面友会
横浜市吉野町市民プラザ ☎243-9261 B-44
第6回丘の上写真展2021 県立横浜清陵高校写真部校外展
3/9～3/15［休］無し［内容］2年分の集大成と清陵総合
高校からの12年の作品、「写真甲子園」本戦作品、神奈川
県美術展入選作品100点
第21回南期会展
3/24～3/29［休］無し［内容］横浜市立南高等学校美術
部OBによる美術展
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
開催を延期いたします。再開の予定は横浜本牧絵画館ウェ
ブサイトにてご確認ください

横浜市岩間市民プラザ ☎337-0011 B-33
保土ケ谷美術展
3/30～4/4［休］無し［内容］油絵、水彩、日本画、版画、
その他
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
描き鉄展2021
3/30～4/5［休］無し［内容］加藤郁男、金塚実、南條芳明
3人による鉄道をテーマにして描いた水彩、油彩
横浜市港南区民文化センター ひまわりの郷
 ☎848-0800 B-36
写真の撮り方教室・あすなろ展
2/25～3/3［休］無し［内容］横浜市シルバー人材セン
ターが主催する写真教室上級クラス受講生の作品
　横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール
 ☎511-5711 B-38
第17回たぶろう横浜支部展
3/31～4/6［休］第3水曜（祝日の場合は第2水曜）［内容］
横浜市周辺や全国各地の風景画、静物画等。澤田一彦、中
小原司良、河英愛、富多健三ほか約20名
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ 
 ☎866-2501 B-40
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
フラワーバスケット パッチワークキルト作品展
3/4～3/7［休］無し
花鳥風月展 永島 明・植木 －空・植木 加胡
3/10～3/15［休］無し［内容］写真、書、墨彩等による3
人のコラボレーション展
第3回合同展いずみ画好会/白水写生会
3/16～3/21［休］無し［内容］地域で活動する絵画サー
クルの合同展
魔女のアトリエ「魔女とその仲間たち展」
3/23～3/29［休］無し［内容］ユニークな生徒たちの個
性あふれる作品と主催者魔女の個展を同時に開催
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］無し［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
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］無し［内容］写真、映像、インスタレー
ション約300点
第9回水陽・明水会展 第16回水陽・ION会展 合同展
3/2～3/8［休］無し［内容］透明水彩で描いた水彩 約
500点
第20回水陽・青葉会展、第11回水陽・季彩会展、第6回
美芳会展
3/9～3/15［休］無し［内容］透明水彩約500点
清流書道会展「きよら」
3/17～3/21［休］無し［内容］平安時代「美しい」ことを
意味する言葉「きよら」をタイトルにした初めての作品
展。 約80点
第2回写真展～心のままに～
3/18～3/21［休］無し［内容］旅先や日常の中で印象に
残った一瞬を写真で表現。約80点

山手234番館 ☎625-9393 A-62
水彩画展－横浜の風景四季折々－ 
3/11～3/16［休］無し［内容］横浜の風景他
「元町公園の90年」開園90周年記念展示 
3/18～3/23［休］無し［内容］パネル展示
松寿会スケッチ散策同好会「水彩画展」 
3/25～3/30［休］無し
横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場
 ☎771-1212 B-㉛
第19回スリー S写真展
3/10～3/16［休］無し［内容］風景が主。花、街中のス
ナップ、その他

や行

は行

ま行

BAG TO THE FUTURE展
3/22～4/7［休］土・日曜祝［内容］出会いの季節にぴっ
たりなバッグを展示、販売。ocomoco、キクチメグミ、
ゴイチ、タカハシトモコ
FEI ART MUSEUM YOKOHAMA 
 ☎411-5031 C-⑦
多摩美術大学助手展2021
3/3～3/13［休］月曜・火曜［内容］多摩美術大学にて授
業の運営をする傍ら、絵画、デザイン、彫刻など多彩な専
門領域で指導にあたる助手たちの作品を紹介

東海大学美術学課程関係作家展「みつめる」
3/16～3/28［休］月曜［内容］作家たちにとって様々な
事を考え造り続けていくという意味が、この「みつめる」
というタイトルに込められている
万国橋ギャラリー ☎080-3388-2799 A-54
宮崎和之個展
2/23～3/1［休］無し［内容］絵画
三堂信個展
3/2～3/8［休］無し［内容］絵画

f.e.i art gallery ☎325-0081 C-⑥
田尾憲司展2021
3/1～3/17［休］土・日曜祝［内容］毎展覧会ごとに変化・
進化する、ドローイング作品の数々

代田盛男油絵展 2/23～3/1［休］無し
萬福堂 吉村楽入作陶展 3/2～3/8［休］無し
日本画温故知新展～院展作家特集 3/2～3/8［休］無し
小畑裕司作陶展 3/9～3/15［休］無し
－ユーモア溢れるやさしさ－ハンス・イヌメ絵画展
3/9～3/15［休］無し
ヨーロッパアンティーク コレクション
3/16～3/22［休］無し
松村公嗣日本画展 3/23～3/29［休］無し

そごう横浜店美術画廊 ☎465-5506 C-⑤
後藤真由美日本画展
2/23～3/1［休］無し

さ行

ニュースパーク（日本新聞博物館） ☎661-2040 A-48
企画展「2020年報道写真展」 
1/9～4/18［休］月曜（月曜が祝日・振替休日の場合は次
の平日［内容］東京写真記者協会に加盟する35社の記者
が2020年に撮影した報道写真約300点を展示
　爾麗美術 ☎222-4018 A-49
PHOT NIREI 2021 松 紀善久展
3/6～3/21［休］水曜［内容］昨年に続き美しいモノクロ
プリント、松の世界

イーダ・ヴァリッキオ絵画展
3/11～3/17［休］無し［内容］優しい色彩で花とイング
リッシュガーデンを描き続けた画家の作品展
阪井茂治・阪井くらら作陶展
3/18～3/24［休］無し［内容］鍋島焼の新しい世界を目
指して作陶を続ける阪井茂治と娘の作品
石井清・五木玲子二人展
3/25～3/31［休］無し［内容］フィンランドを描く石井
清と、花や人物を描く五木玲子の作品展。五木寛之の装
丁・挿絵を担当した二人です

な行

鶴見画廊 ☎584-7208 B-㉑
古市正彦展 3/7～3/14［休］無し［内容］日本画
3B展
3/18～3/28［休］3/23［内容］池田美弥子、越畑喜代美、
麒麟
東急百貨店たまプラーザ店 4階アートサロン
 ☎903-2441 B-㉓
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
長谷川美菜 銅版画展
3/4～3/10［休］無し［内容］マニエール・ノワールと呼
ばれる17世紀に生まれた銅版画のメゾチント技法。 主な
モチーフは動物と植物たち

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
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
令和レトロ展
3/6～3/19［休］月・火曜［内容］グループ展
Girl’s Room展Ⅱ
3/6～3/19［休］月・火曜［内容］グループ展
スイートパステルカラー ×スパイスビビットカラー展
～第6章～
3/6～3/19［休］月・火曜［内容］グループ展
アナログ×デジタル展～Vol.5～
3/6～3/19［休］月・火曜［内容］グループ展
オリキャラ展～うちの子見て見て！～【創作キャラ部門】
【マスコットキャラ部門】
3/20～4/2［休］月・火曜［内容］グループ展
UNKNOWN FANTASY展～第Ⅲ章～
3/20～4/2［休］月・火曜［内容］グループ展
お砂糖の魔法展2021～Sugar Magic～
3/20～4/2［休］月・火曜［内容］グループ展
ATELIER K・ART SPACE ☎651-9037 A-⑨
小原義也展　
3/2～3/14［休］月曜［内容］モノクロームを中心とした
ドローイング大小合わせて20点

8人の作家によるグループ展－『花ひらく』
3/17～3/31［休］ 月曜［内容］版画、立体、写真、コラー
ジュ、アクリル画等25点。大北利根子、大森澪、笹井祐子、
佐々順子、斎藤芳子、富山恵美子、津田恵子、三木祥子

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］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
　第12回 猫・ねこ写真展PART2 
3/11～3/21［休］水曜［内容］渥美大亮、荒木絢子、大塚
義孝、Kiyochan、深川裕子、星野俊光、三谷育生

art Truth ☎263-8663 A-⑥
矢口圭子個展・Water Plant 
3/3～3/8［休］無し［内容］植物をモチーフにしたパス
テル、色鉛筆、クレヨンのミクスドメディア作品
谷あかり個展
3/10～3/15［休］無し［内容］動物や昆虫や架空の生き
物などをモチーフにした銅版画作品展
モモケイ個展
3/18～3/28［休］火曜［内容］現代アート作品展
市川友佳子個展・森のつぶやき
3/31～4/5［休］無し［内容］抽象の版画

みなとみらいギャラリー ☎682-2010 A-61
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）
「自浄」～ロシア出身アナトーリー・アンシンの写真展
2/23～3/1［休］無し
　第20回 フォトクラブ・アルクメデス写真展
3/2～3/8［休］無し
　にっぽんー大使たちの視線2020写真展
3/3～3/8［休］無し
北海道芸術高等学校 横浜サテライトキャンパス 卒業・進
級制作展
3/4～3/7［休］無し［内容］絵画、イラストレーション、
立体作品等
写真展「いのち」
3/9～3/15［休］無し
ザ・絵手紙展
3/10～3/15［休］無し　
第10回 郁彩会展
3/10～3/15［休］無し［内容］絵画
2021横浜ベイアートスクール作品展
3/16～3/22［休］無し［内容］絵画
うちゅうこども園やまて 子どものインスタレーション
3/19～3/21［休］無し［内容］園児による色々な作品
木犀会 第40回記念展
3/23～3/29［休］無し［内容］油彩
第44回 吉岡絵画教室展
3/23～3/29［休］無し［内容］絵画
岩橋格のヒト万華鏡の世界（2）
3/30～4/5［休］無し［内容］帯・布地に貼った写真
デジタル書作家協会展
3/31～4/4［休］無し［内容］デジタル書道

小原義也展／（輪）

Kiyochan

田尾憲司

長谷川美菜／Breath of the forest Ⅰ

鈴木康太／空間松林図

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。
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


