
春風の中、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2月15日現在のものです）
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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!

五十嵐英壽《ハマの三塔》
1953年／ゼラチン・シルバープリント／ 47.6×31.9cm 

●ホームページで作品解説をご覧いただけます。

※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。



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。

第9回 横浜開港アンデパンダン展
3/31～4/4 ［全館］
［主催］横浜開港アンデパンダン展実行委員会
［内容］誰でも自由に、表現したいことを発表できる

美術展覧会です

横浜市民ギャラリー U35若手芸術家支援事業
宇平剛史個展「Unknown Skin」
4/7～4/17 ［B1F］
［主催］ 宇平 剛史
［内容］人の肌がもつ無限の肌理を、高精細のグレー

スケール写真で提示

第43回浜美術連盟絵画展
4/13～4/18 ［2FAB］
［主催］浜美術連盟
［内容］各地域の絵画サークルが集合し水彩・油彩他

の作品を展示します

第88回県展
4/28～5/3 ［全館］
［主催］神奈川県美術家協会
［内容］油彩・日本画・水彩・工芸・立体・写真・ドラマ・

ジュニア650点

Gallery ARK ☎681-6520 A-㉒
ポラリス展
4/1～4/10 ［休］日曜　
関口雅文展
4/15～4/24 ［休］日曜

カフェ・ギャラリーリンデン ☎532-5288 B-⑥
Shuko*展「うちの猫・そとの猫」
4/7～4/18［休］月・火曜［内容］Shuko*と共に暮
らす猫達、心の中の猫達､そとで会った猫達をイラ
ストや立体で描き、心和む空間を表現

ギャラリー伽羅 ☎842-1428 B-⑪
手作りきゃらSHOP
3/30～4/28［休］日・月曜［内容］着物リフォーム服、
帯地バック、ポーチ、ショッピング袋、縁起物置物マ
スコットキャラクター、小銭入れ、布マスク着物は
ぎれなど多数

ギャラリーダダ ☎461-1533 C-③
若葉恵子透明水彩画展
3/31～4/6［休］無し［内容］透明水彩で描いた植物、
風景

岩崎ミュージアム第453回企画展 The Exhibition 
of KATAN ISHIKAWA
4/27～5/9［休］月曜（月曜が祝祭日の場合は翌日、
5/6、5/7）［内容］石川珂旦個展

佐々木孝　版画作品展
3/31～4/6［休］無し［内容］女房の里／南島原散策
（雲仙や普賢岳を背に、眼下に有明海と天草諸島）
コウキ画業60周年記念個展
4/7～4/13［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等
童画家石田享子水彩画展
4/14～4/20［休］無し［内容］ゆっくりと流れる時
をテーマに　風景、小動物、子ども等
パステル画展
4/14～4/20［休］無し［内容］パステルならではの
優しいタッチで（約10名）
華墨会展
4/21～4/27［休］無し［内容］墨絵で描く花の美し
い味わい
浜野四郎水彩画展
4/28～5/4［休］無し［内容］国内外の建物を含む風景
田中喜芳「ホームズのイギリス、わが郷土ヨコハマ
を描く」
4/28～5/4［休］無し［内容］名探偵ホームズゆかり
の場所に、作者の郷土横浜やヨーロッパの風景

ギャルリーパリ ☎664-3917 A-35
朝倉摂「時代を駆け抜けた画家のまなざし」
4/5～4/25［休］4/11、12、19

第29回フォトサークル オーロラ写真展
4/20～4/26［休］第2火曜

写真クラブ「どんぐり」第26回写真展
4/20～4/26［休］第2火曜
ヨコハマセブンフォト 2021写真展
4/27～5/3［休］第2火曜

横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-42
私たちのワクワク展
3/31～4/4［休］第4月曜［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。
ワークショップ各種予定

横浜市歴史博物館 ☎912-7777 B-45
企画展「縄文ムラの原風景ー目指せ世界遺産！岩手
県御所野遺跡ー」
4/10～6/27［休］月曜（祝日振替休日の場合は翌日）
［内容］縄文人の活動によって残された情報と、自然
の営みとして大地に残された記録から、自然ととも
に生きた縄文人の生活と文化について「縄文ムラの
原風景」として紹介

横浜髙島屋美術画廊 ☎311-5111 C-⑩
指物師 一瀬小兵衞展
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

杉本 玄覚貞光展　
4/7～4/13［休］無し［内容］陶芸

大和心－花笑むとき－松本祐子展 
4/7～4/13［休］無し［内容］ 日本画

金丸悠児展　
4/14～4/20［休］無し［内容］日本画

赤膚焼 八代 尾西楽斎展　
4/14～4/20［休］無し［内容］陶芸

－私は海をだきしめて－髙波壮太郎展　
4/21～4/27［休］無し［内容］洋画

工藤茂喜 へぎの器展　
4/21～4/27［休］無し［内容］木工

中村康平展　
4/28～5/4［休］無し［内容］陶芸

山本一恵展－ときめきするもの－　
4/28～5/4［休］無し［内容］洋画

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

リーブギャラリー ☎253-7805 A-77
木村不二雄展
4/12～4/18[休]無し[内容]草木染

山手234番館 ☎625-9393 A-62
Grace（恵み）写真展
4/1～4/6［休］無し　

2021年第18回「ピンホールアート展」
4/15～4/18［休］無し［内容］針穴写真によるさま
ざまな写真表現

吉澤秀子展－日常と選択－
4/22～4/27［休］無し［内容］絵画

横浜フォト轟写真展
4/29～5/4［休］無し

山手111番館 ☎623-2957 A-63
中島羽笛・花のギャラリー
4/29～5/4［休］無し［内容］日本画、水彩

横浜開港資料館 ☎201-2100 A-65
レンズ越しの被災地、横浜－写真師たちの関東大震
災－
1/30～4/18［休］月曜（祝日の場合は翌日）［内容］
原板、特に2018年秋に鎌倉市内で発見された西野
写真館旧蔵のガラス乾板を中心に、写真師たちが撮
影した被災地、横浜の姿にせまる

横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場
 ☎771-1212 B-㉛
第20回YOKOHAMA「星団」記念写真展
4/21～4/27［休］無し

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
画等

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
レインボー・しゃらく合同写真展　　
3/30～4/5［休］無し

神奈川現展「卯月展」
4/6～4/12［休］第2火曜［内容］油彩を中心に約
40点

第37回エターナル・アート・モザイク展
4/15～4/19［休］第2火曜

や行は行

ま行

f.e.i art gallery ☎325-0081 C-⑥
BAG TO THE FUTURE展
3/22～4/7［休］土・日曜祝［内容］新しいバッグを
持って思わず出かけたい気分になる出会いの季節に
ぴったりな、思わず自慢したくなるようなバッグを
展示、販売。ocomoco（オコモコ）、キクチメグミ、
ゴイチ、タカハシトモコ

阿部千鶴展～framboiseの庭～
4/12～4/28［休］土・日曜祝［内容］繊細な筆致の
日本画と豊かな色彩と軽やかなタッチが美しい水
彩。花や少女の作品

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA 
 ☎411-5031 C-⑦
プリントザウルス国際版画交流協会～35年のあゆ
み～
4/7～4/23［休］月・火曜［内容］協会創立35周年
を迎える本年、国際色豊かな作品を横浜で紹介

柴田敦 鉛筆画展
4/30～5/2［休］無し［内容］鉛筆だけを用いて人物
や風景などをまるで写真のように描き上げる

そごう横浜店美術画廊 ☎465-5506 C-⑤
Hazy memories/曖昧な記憶
3/30～4/5［休］無し［内容］コンテンポラリー 

藤友なほみ油絵展
3/30～4/5［休］無し

山本桂右油絵展
4/6～4/12［休］無し

鷹濱春奈日本画展
4/6～4/12［休］無し 

王朝の三十一文字 細字 田村敬星展
4/13～4/19［休］無し

ロバート・ハインデルとバレエアート展
4/20～4/26［休］無し［内容］絵画

清水敦 銅版画展
4/20～4/26［休］無し

田中賢一郎油絵展
4/27～5/3［休］無し

塩田満男油絵展
4/27～5/3［休］無し

ゴールデンギャラリー ☎201-7118 A-39
伊勢山皇大神宮創建150年記念高木三甫遺墨展
4/22～4/29[休]無し［内容］書、万葉集全臨

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新
聞、通信、放送（ＮＨＫ）35社の記者が2020年に撮
影した報道写真の中から、政治・経済・社会・スポー
ツ・芸能など幅広いジャンルの決定的瞬間を捉えた
約300点を展示

爾麗美術 ☎222-4018 A-49
竹村健展
4/3～4/11［休］無し［内容］版画作家としての作品
と新しくミクストメディア作品の出品

那由多+爾麗美術コレクション展
4/24～5/9［休］無し［内容］爾麗美術21年。今まで
の代表作品

な行

鶴見画廊 ☎584-7208 B-㉑
スプリング・コレクション展
4/19～4/24［休］無し［内容］版画

東急百貨店たまプラーザ店 4階アートサロン
 ☎903-2441 B-㉓
絵画逸品展
4/1～4/14［休］無し［内容］巨匠から若手の逸品を
取り揃えてご紹介

重水雅彦 硝子彫刻展
4/15～4/21［休］無し［内容］砂と高圧空気を同時
に吹き付けるサンドブラストによる硝子彫刻で、花
や動物、幾何学模様などのモチーフを繊細かつ立体
的に表現

第9回 竹澤イチロー作品展
4/22～4/28［休］無し［内容］明るくハートフルな
キャラクターでハッピーでウキウキする「ピンキー
ズポップ」な作品

銅版画の魅力展
4/29～5/5［休］無し［内容］エッチング、アクアチン
ト、ドライポイントなどの銅版の技法でルオー、ピ
カソ、長谷川潔などの著名作家から若手作家までの
作品展

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
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

花展
4/3～4/16［休］月・火曜［内容］グループ展

やわらかい展
4/3～4/16［休］月・火曜［内容］グループ展

ぽかぽか！春のにゃんこ日より展～2021～
4/3～4/16［休］月・火曜［内容］グループ展

ゆるっと。展２
4/17～4/30［休］月・火曜［内容］グループ展

ファッション展～AAA Collection 2021 春～
4/17～4/30［休］月・火曜［内容］グループ展

ペン画の世界展～第Ⅷ画～
4/17～4/30［休］月・火曜［内容］グループ展

ATELIER K・ART SPACE ☎651-9037 A-⑨
小山コスミ展－記憶の行方－
4/3～4/15［休］月曜［内容］写真、インスタレーショ
ン等、20点

Art Gallery 山手 ☎628-0267 A-④
第16回 猫の展覧会
4/24～5/16 ［休］無し［内容］猫をモチーフとした
絵画・工芸品を約10名の作家が展示

art Truth ☎263-8663 A-⑥
市川友佳子個展　森のつぶやき
3/31～4/5［休］無し［内容］抽象の版画作品

上野謙介個展
4/7～4/12［休］無し［内容］版画と硝子絵作品展

粟千紗都個展
4/14～4/19［休］無し［内容］コラグラフ版画作品展

清水今日子個展　お土産は手のりブタ
4/21～4/26［休］無し［内容］アクリル絵の具で制
作したイラストレーション、絵本の原画など展示

みつい画廊 ☎261-3321（ハヤカワ画材店） A-60
中村好至惠-山の絵展
4/24～5/2[休]無し[内容]水彩など約45点

みなとみらいギャラリー ☎682-2010 A-61
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 東日本展『夢』
3/31～4/4［休］無し［内容］デジタル書道

第26回 碧い水展
4/6～4/11［休］無し［内容］油彩

みはしＰ会 第14回写真展
4/6～4/12［休］無し

奥田恭子 写真展
4/14～4/19［休］無し

第20回 水曜会絵画展
4/20～4/26［休］無し

第17回 つづき淡彩画会展
4/20～4/26［休］無し［内容］水彩

横浜・辰己組 きり絵展
4/27～5/3［休］無し

いきもの造画5人展　美しい野生生物
4/27～5/3［休］無し［内容］野生生物をモチーフに
した絵画、工芸作品

岩崎ミュージアム・ギャラリー ☎623-2111 A-⑪
岩崎ミュージアム第452回企画展　磯見輝夫・美知
子二人展
3/31～4/25［休］月曜（月曜が祝祭日の場合は翌日）

 小山コスミ／『記憶の行方』

清水今日子／Bootiful

阿部千鶴展／チョコレートコスモス

柴田敦／喜びと苦悩

朝倉 摂／てんぐのかくれみの

若葉恵子／掘り出し物

あ行

か行


