
初夏の風に吹かれながら、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3月15日現在のものです）
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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
公募 みずゑ展
5/4～5/9 ［3階］ 
［主催］爽蒼美術協会
［内容］水彩画、パステル画、20号以上約100点展示

する公募展
あとれす展2021
5/4～5/10 ［1階］
［主催］絵画教室 あとれす横浜
［内容］教室の会員による作品発表展。油彩、パステ

ル、水彩など
第52回彩象展
5/11～5/16 ［3階］ 
［主催］彩象美術協会
［内容］公募した油彩、日本画約70点を展示（優秀作

品には賞を授与）

第38回 現代かながわ美術展
5/11～5/15 ［2階］ 
［主催］現代かながわ美術協会
［内容］油画、陶芸、彫刻、七宝、版画、能面、布、水彩、

ガラス等40点
第15回 横浜美術協会会員会友展
5/18～5/23 ［全館］
［主催］横浜美術協会グループヨコテン
［内容］洋画（油彩、水彩、アクリル、版画）、日本画、

彫刻立体、写真を展示
第44回 ヨコハマ日曜画家展
5/26～5/30 ［全館］
［主催］特定非営利活動法人 横浜美術友の会
［内容］日曜画家の皆さんの公募展。出品作品を全て

展示し35賞を授与

ギャラリーめぐり

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

新型コロナウイルスの影響により、
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!

町田京子《児童遊園地》
1979年／水彩、紙／ 38.9×48.0cm

●ホームページで作品解説をご覧いただけます。



神奈川近代文学館 ☎622-6666 A-⑮
生誕100年 金達寿展
5/22～7/18［休］月曜（祝日は開館）［内容］金達寿（キム
ダルス1920～1997）は在日朝鮮人としての経験を核
に、作品を通して人間とはなにか、どうあるべきかを
問い続けた作家。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
kaneko art gallery ☎515-9420 NEW
徳永雅之 個展「粒子の向こうへ－Beyond the par
ticles－」
4/16～5/24 ［休］木曜（火・水は予約制）［内容］エ
アーブラシを用いたペインティング、ドローイング。
現代アーティスト徳永雅之
画廊 楽 ☎681-7255 A-㉑
等迦会神奈川支部小品展
5/17～5/23［休］無し［内容］油彩（画廊楽Ⅱ）
ハマの作家展
5/24～5/30［休］無し［内容］油彩、日本画、版画（画廊楽Ⅰ）
村田恭一個展
5/24～5/30［休］無し［内容］水彩、スケッチ（画廊楽Ⅱ）
濤の会展
5/31～6/6［休］無し［内容］油彩（画廊楽Ⅰ）
リーブス展
5/31～6/6［休］無し［内容］水彩、アクリル（画廊楽Ⅱ）
Gallery ARK ☎681-6520 A-㉒
魅惑の水彩画展「私のお気に入り」
5/13～5/22 ［休］日曜
アグライア展
5/27～6/5［休］日曜
ギャラリーKAN ☎641-4751 A-㉔
布あそび「着物をリメイクした洋服展」
5/18～5/23［休］無し［内容］着物をリメイクした
洋服、手づくりする人8人集合約200点
ギャラリー伽羅 ☎842-1428 B-⑪
手作りきゃらSHOP
5/6～5/29［休］日・月曜［内容］着物リフォーム服、
バック、お買物袋、手作りマスク、ポーチ、小物入れ、
着物生地スカーフ、マスコット、アクセサリー、布ぞ
うりなど多数
ギャラリー守玄齋 ☎201-7118 A-㉖
第24回 蒼芝文会　
5/21～5/25［休］無し［内容］書 ※ゴールデンギャ
ラリーと同会場
ギャラリーダダ ☎461-1533 C-③
2021浜野四郎水彩画展
4/28～5/4［休］無し［内容］イスタンブール帝国の
光と影＆地方都市の誇りと輝き
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
現代色鉛筆画展
5/5～5/11［休］無し［内容］約20人による色鉛筆画展
小林久夫水彩画展
5/12～5/18［休］無し［内容］風景画を中心に
柳沢たつ子水彩画展 5/19～5/25［休］無し
高宮あけみ水彩画展 5/26～6/1［休］無し
gallery fu ☎070-6429-8597 A-㉛
「mother－私たちはどこから来たのですか? 私た
ちは誰ですか? 私達はどこに行くの?－」
4/29～5/16［休］月曜［内容］人間の根源的なテー
マである「生」に焦点をあてたグループ展。青島綾音、
阿部智子、コムロヨウスケ、坂間真実、藤田卓実、ミ
ノリ（菊岡穂）、楊佳

エリスマン邸 ☎211-1101 A-⑬
アトリエミュゼ作品展
5/6～5/10［休］無し［内容］こどものアート展
ファシリティドッグ写真展 2021
5/27～5/30［休］無し

横浜市吉野町市民プラザ ☎243-9261 B-44
第17回 F・Cフォト写真展
5/18～5/24［休］無し［内容］会員12名による作品
50点
第26回フォトサロン97写真展
5/25～5/31［休］無し［内容］毎年開催がコロナの
為に中止になり、一年延期開催の会員一同一年間の
集大成
横浜市歴史博物館 ☎912-7777 B-45
企画展「縄文ムラの原風景－目指せ世界遺産！岩手
県御所野遺跡－」
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
中村康平 茶碗展－現代の古典－
4/28～5/4［休］無し
山本一恵展－ときめきするもの－
4/28～5/4［休］無し［内容］洋画
谷川泰宏 ミニアチュール展
5/5～5/11［休］無し［内容］洋画
大西醍展
5/5～5/11［休］無し［内容］陶芸
下田顕生展
5/5～5/11［休］無し［内容］硝子
加藤溪山展
5/12～5/18［休］無し［内容］陶芸
伊藤嘉英・早苗展
5/12～5/18［休］無し［内容］陶芸
磯部光太郎展－いきもののいる場所－
5/19～5/25［休］無し［内容］日本画
鈴木玄太展
5/19～5/25［休］無し［内容］硝子
千家十職 竹細工師 十四代黒田正玄展
5/26～6/1［休］無し
横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A-70
「葉菜の会」第22回ボタニカルアート展
5/20～5/25［休］無し［内容］主催=葉菜の会
横浜本牧絵画館 ☎629-1150 B-46
トロンプルイユの現在（いま）2021
4/17～7/19 ［休］火曜［内容］写実的な細密画を追
求し、そのひとつの到達点としてトロンプルイユ（だ
まし絵）を手がけた岩田榮吉をはじめとした画家8
名の作品を通し、現代のトロンプルイユをめぐる状
況を紹介。岩田榮吉、城戸義郎、伊牟田經正、小林聡
一、中原未央、池田誠史、鳥越一穂、山本大也

Computer Graphics Garden/コンピューター・
グラフィックス・ガーデン展
5/11～5/17［休］無し［内容］CG作品
第12回アドレ展
5/11～5/17［休］無し［内容］油彩
建設設計「アーキテクト・アソシエイツ・ヨコハマ
の仕事・30年」
5/18～5/24［休］無し［内容］会社創立から設計し
た建築物のパネル作品
フォトインストラクターの眼
5/18～5/24［休］無し［内容］写真
写真教室なかま はじめての写真展
5/18～5/24［休］無し
第6回オークルジョン 水彩画展
5/25～5/31［休］無し

山手234番館 ☎625-9393 A-62
横浜フォト轟写真展
4/29～5/4［休］無し
よみうりカルチャー水彩パステル教室
5/13～5/18［休］無し［内容］異った個性を大切に
制作した作品
女神覚醒画展
5/20～5/25［休］無し［内容］絵画の個展
MUK写真展+1
5/27～6/1［休］無し　
山手111番館 ☎623-2957 A-63
さくらん布ぞうり作品展
5/6～5/11 ［休］無し［内容］個性のあるオリジナル
の布ぞうり
竹嶋美紀 作品展
5/20～5/25［休］無し［内容］花をテーマにした写
真、手芸品等
なかアート教室の作品展（臨床美術）
5/28～6/1［休］無し［内容］音風香等、感じたまま
を作品に
横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場
 ☎771-1212 B-㉛
YOKOHAMA 「星団」四っつ星 写真展
5/19～5/25［休］無し［内容］高野静男他３名
横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール
 ☎511-5711 B-38
県立鶴見高校創立80周年記念 オール鶴見高校芸術展
5/5～5/17［休］無し　
鶴見フォトクラブ第8回写真展
5/20～5/25［休］無し［内容］自由作品48点と課題
作品「光と影」28点を展示
シャドーボックス・ラ・マーニ 教室展
5/27～6/1［休］無し［内容］立体的な造形と陰影が
織りなすシャドーボックスの世界
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ 
 ☎866-2501 B-40
ヨコハマセブンフォト2021写真展
4/27～5/3［休］無し［内容］ネーチャーから心象作
品まで
日本画 第15回 彩の会展
5/4～5/10［休］無し［内容］日本画教室の生徒作品
隔年発表会。約50点
遊美会 日本画・水墨画展
5/12～5/17［休］無し［内容］日本画、水墨画を楽
しく学びながら「気韻生動」をめざす
「とつかの文化・芸術祭」
5/20～5/23［休］無し［内容］戸塚文化協会 華道部、
書道部、彫金部の作品
デジカメ・やまゆり写真展
5/25～5/31［休］無し［内容］会員が撮り貯めた自
然風景やスナップ作品
横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-42
凉子の手作り部屋教室展
4/27～5/3［休］無し［内容］ちりめん細工、吊し飾
り、押絵作品、創作人形、約350点

や行

は行

ま行

f.e.i art gallery ☎325-0081 C-⑥
colour me pop!（カラー・ミー・ポップ）2021
5/10～5/27［休］土・日曜祝［内容］第3回。グッズ、
挿絵等の原画作品、書籍等展示販売。内山咲子、大塚
健、馬込博明、松浦カレー、吉永 蛍

片岡操 ガラス工芸展
5/27～6/2［休］無し［内容］日本の伝統工芸品に使
われる「箔」を使った吹きガラスの作品を展示販売

土浪漫展2021
5/31～6/17［休］土・日曜祝［内容］陶芸の概念に
とらわれない「形作ること」や「造形」への探求心が、
工芸を超えた表現として実現した作品を展示販売。
草野優子、佐野賢司、坪内真弓、陶工房 みかガマ の
ぐちみか、富田啓之
FEI ART MUSEUM YOKOHAMA 
 ☎411-5031 C-⑦
柴田敦 鉛筆画展
4/30～5/2［休］無し［内容］まるで写真のような人
物や風景などを全て鉛筆だけで描き上げる柴田敦氏
の作品の魅力を紹介
Famme fatale（ファム・ファタール）展
5/8～5/23［休］月・火曜［内容］変幻自在な「女」を
テーマに、様々な女性の性（さが）を表現した作品
ブラフ18番館 ☎662-6318 A-58
ヨーロッパのお祭
5/2～5/5［休］無し［内容］ヨーロッパのお祭を中
心とした写真展

そごう横浜店美術画廊 ☎465-5506 C-⑤
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

ぎゃるりじん＆Chiyo’s ☎681-5900 A-36
Takano Katura　
5/11～5/16［休］無し［内容］平面、ミクストメディア
日美律世展　
5/18～5/23［休］無し［内容］平面
宇田真由美　
5/25～5/30［休］無し［内容］写真
ゴールデンギャラリー ☎201-7118 A-39
第13回 雄翔書芸院展
5/13～5/17［休］無し［内容］書
第24回 蒼芝文会　
5/21～5/25［休］無し［内容］書 ※ギャラリー守玄
齋と同会場

ギャルリーパリ ☎664-3917 A-35
ティンガ・ティンガアート展　
4/29～5/9［休］無し［内容］アフリカンアート、雑貨
小野友三展
5/19～5/29［休］日曜［内容］平面絵画　

さ行

リーブギャラリー ☎253-7805 A-77
谷本恵美子展
5/10～5/16［休］無し［内容］油彩、水彩

横浜みなと博物館 ☎221-0280 A-73
横浜みなと博物館企画展「日本の練習船～海の上の
学校～」
2/27～5/9［休］月曜（祝日の場合は翌日休館）［内
容］練習帆船日本丸（初代）による1960（昭和35）
年のニューヨークへの航海訓練を通して、航海中の
実習の様子や乗船した実習生たちの成長の記録をご
紹介

ら行

爾麗美術 ☎222-4018 A-49
那由他+爾麗美術コレクション展
4/17～5/9［休］無し［内容］各10人の作家（コレク
ション）
伊藤久三郎・佐々木和・岡村桂三郎 三人展
5/15～6/6［休］水曜［内容］かわべ美術協力の三人展

な行

鶴見画廊 ☎584-7208 B-㉑
瀧ヶ崎千鶴日本画展
5/27～6/2［休］無し［内容］季節の草花をモチーフ
にした日本画の作品
東急百貨店たまプラーザ店 4階アートサロン
 ☎903-2441 B-㉓
生田宏司メゾチント作品展
4/29～5/5［休］無し［内容］マニエール・ノワール
（黒の技法）と呼ばれるメゾチント技法で描かれた
銅版画の展示会

フレッチャー・ジプソープ展
5/6～5/12［休］無し［内容］斬新なスタイルと鮮烈
な色彩でフラメンコやエネルギーに満ちた舞踏手の
躍動的な姿を描いた作品
川島未雷油彩展
5/13～5/19［休］無し［内容］日本の美しい自然溢
れる風景を油彩で描いた作品
現代の花鳥風月Vol.1 伝統と革新の日本画展
5/20～5/26［休］無し［内容］自然界の四季の移り
かわりや、生き生きとした動物たち。現代の花鳥風
月を日本画で描く

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
令和 慶祝カラー展 Ⅱ
5/1～5/14［休］月・火曜［内容］グループ展
My Weapon 展 ～第Ⅱ章～
5/1～5/14［休］月・火曜［内容］グループ展
GirlsGeneration～少女の時間～2021春～ 展
5/1～5/14［休］月・火曜［内容］グループ展
グランドフェス2021～10周年記念展～
5/15～5/28［休］月・火曜［内容］グループ展
それぞれの道展
5/15～5/28［休］月・火曜［内容］グループ展
STORY展
5/29～6/11［休］月・火曜［内容］グループ展
リボン展
5/29～6/11［休］月・火曜［内容］グループ展
ランドリー展 Laundry-like Exhibition
5/29～6/11［休］月・火曜［内容］グループ展
まじょ展２
5/29～6/11［休］月・火曜［内容］グループ展
けもみみ展Ⅲ
5/29～6/11［休］月・火曜［内容］グループ展
角展～アタシのツノ～Ⅲ
5/29～6/11［休］月・火曜［内容］グループ展
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］16回目となる猫をモ
チーフとした絵画、工芸作品展 彬香子、足助久美子、
アップルココ、あとり絵Sakai（酒井 勝）、加瀬香織、
下島みちこ、仲田愛美、八木道子、山中翔之郎、吉沢
深雪

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］水彩等45点
山川陽子個展
5/10～5/16［休］無し［内容］油彩等45点
平山礼子展
5/17～5/23［休］無し［内容］水彩等25点
みなとみらいギャラリー ☎682-2010 A-61
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
第39回しのの会展
4/29～5/3［休］無し［内容］絵画、織物、ミクストメ
ディア
扉の世界へ 鍵主恭夫洋画展
5/4～5/10［休］無し［内容］絵画
よみがえれ 魚たちよ!!
5/11～5/16［休］無し［内容］カラー魚拓

art Truth ☎263-8663 A-⑥
小田沙馥枝個展
5/12～5/17［休］無し［内容］版画
鈴木ひろみ個展
5/19～5/24［休］無し［内容］凸版凹版併用木版画
矢合直彦個展・陶と絵
5/26～6/6［休］火曜［内容］ユニークなイラストが
描かれた陶器と絵画
ATELIER K・ART SPACE ☎651-9037 A-⑨
青木美也子展 FLUX×2 流転
5/8～5/22［休］月曜［内容］ミックストメディア、ア
ルミニウム、メタリックペーパー、大小20点の作品
1010美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑩
Wayne Eastcott-synchronicity-
5/29～6/13［休］水曜［内容］版画、ミクストメディア
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）
［内容］石川珂旦個展
岩崎ミュージアム第454回企画展 松本千鶴雑草画
集原画展２ 並びに 松本千鶴植物画教室生徒作品展
5/12～5/23［休］月曜（月曜が祝祭日の場合は翌日）
［内容］集大成ともいえる『身近な植物との語らい－
松本千鶴植物画集２－』を発刊。4年ぶりの教室生
徒作品展も同時開催
2M会展
5/25～5/30［休］無し［内容］21回目の展覧会

グラスリッツェン

内山咲子

岩田榮吉／日本人形（トロンプルイユ）

小野友三 作品画像

生田宏司／Galaxy-Kamui

あ行

か行


