
梅雨時も、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4月15日現在のものです）
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横浜市民ギャラリー展覧会情報 ☎315-2828
第28回 鎌倉・横浜スケッチ会展
6/8～6/13 ［3F］
［主催］鎌倉・横浜スケッチ会［内容］鎌倉横浜を中心に描
いた水彩画スケッチ（F6中心）約260点
公募 第23回 中美神奈川展
6/8～6/14 ［2F］
［主催］中央美術協会　神奈川支部［内容］油彩画を中心
に水彩、日本画等200号以下約60点を展示
横浜市民ギャラリーU35若手芸術家支援事業
寺田衣里個展「the bells（死と生）」
6/9～6/13 ［1F］
［主催］寺田衣里［内容］イサム・ノグチについてのリサー
チをもとに制作した作品展示
第38回 よこはまファミリー写生大会 展覧会
6/10～6/13 ［B1F］
［主催］横浜市PTA連絡協議会［内容］第38回よこはま
ファミリー写生大会、優秀作品展覧会
第23回 神奈川一陽展
6/15～6/20 ［2F］
［主催］一陽会 神奈川支部［内容］一陽会メンバーによる、
大作の絵画、版画、彫刻約30点

第58回 日・朝友好展
6/22～6/28 ［3F］
［主催］日・朝友好展運営委員会［内容］日本人と在日コリ
アンの友好と文化の交流を願う市民レベルの展覧会
第22回 偶然展
6/22～6/28 ［2F］
［主催］グループ偶然［内容］油絵、日本画、立体の大作を
中心に、有志が集い展示
第32回こうなん綜合美術展
6/23～6/28 ［1F］
［主催］こうなん文化交流協会美術部会［内容］美術部会
員の絵、書、手工芸等幅広いジャンルの作品約200点
μ’sの煌き　
6/23～6/27 ［B1F］
［主催］μ’sプロジェクト～撮られることを文化に～
［内容］女性はみなμ’s－女神 一般女性の美しさの煌き
を伝える写真展
第44回 神奈川独立美術展
6/29～7/4 ［全館］
［主催］神奈川独立美術の会［内容］油彩を中心とした平
面作品、100～130号の作品を約100点展示
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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
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高梨潔《ヨットハーバー（新山下）》
1988年/油彩、キャンバス/116.8×91.7cm

●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
神奈川県立歴史博物館 ☎201-0926 A-⑱
特別展「錦絵にみる明治時代－丹波コレクションが語る
近代ニッポン－」
4/29～6/20 ［休］月曜（国民の祝日休日の場合は開館） 
［内容］6,000点におよぶ日本有数の錦絵コレクション
「丹波コレクション」から、西南戦争や大日本帝国憲法発
布といった有名な出来事を画題にした錦絵を紹介。明治
ニッポンの歩みを錦絵＝ビジュアルでたどる
kaneko art gallery ☎515-9420 NEW
常設展（油彩を中心とした）
6/4～7/5［休］木曜（火水は予約制）［内容］これまで展示
してきた油彩作品からのセレクション、および旧ギャラ
リーでの展示作品からのセレクションをお届け。※「アドリ
アン・リース展」は、諸般の事情を鑑み10月に延期

画廊 楽 ☎681-7255 A-㉑
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）
續橋守個展
6/7～6/13［休］無し［内容］油彩、水彩（画廊楽Ⅰ）
せぴあ展
6/7～6/13［休］無し［内容］油彩、水彩（画廊楽Ⅱ）
紫陽花展
6/14～6/20［休］無し［内容］日本画、版画、アクリル（画
廊楽Ⅰ）
鈴木勁介絵画展
6/21～6/27［休］無し［内容］油彩、水彩（画廊楽Ⅰ）
ハマ展画廊楽賞受賞者展
6/21～6/27［休］無し［内容］油彩、日本画（画廊楽Ⅱ）
武蔵野美術大学出品作家によるМ展
6/28～7/4［休］無し［内容］油彩、水彩、日本画、版画、
立体（画廊楽Ⅰ＆Ⅱ）
Gallery ARK ☎681-6520 A-㉒
アグライア展
5/27～6/5［休］日曜
アストレア展
6/24～7/3［休］日曜
ギャラリー伽羅 ☎842-1428 B-⑪
『手作りきゃらSHOP』
6/1～7/3［休］日・月曜［内容］着物リフォーム服、バッ
ク、帽子、藍染ブラウス、スカーフ、小物入れ、買物袋、手
作りマスク、布マスクケース、布ぞうり、アクセサリー、
編みぐるみ等、全て手作り品多数
ギャラリーダダ ☎461-1533 C-③
高宮あけみ水彩画展 5/26～6/1［休］無し　
パレットクラブ油絵展
6/2～6/8［休］無し［内容］新進油絵画家8人
大田栄子水彩画展
6/2～6/8［休］無し［内容］四季折々の風景 花等の静物画
斎藤道代油絵展
6/16～6/22［休］無し［内容］緑あふれる自然を中心
門田知佐子個展
6/16～6/22［休］無し［内容］パリの街角等の風景を独
特の技法で。油彩

第10回プラチナアート協会会員展
6/16～6/20［休］無し［内容］油彩、水彩他技法もテー
マも多彩な発表会。約30点
2021年女子美術大学同窓会 第8回神奈川支部展・学長 
小倉文子展
6/23～6/27［休］無し［内容］支部会員の洋画、日本画、
工芸作品等を展示。約100点
第51回神奈川二紀会
6/29～7/5［休］無し［内容］エネルギー溢れる大作の油
絵や彫刻の展示。約70点
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
千家十職竹細工師 十四代 黒田正玄展
5/26～6/1［休］無し
沢田光春展
6/2～6/8［休］無し ［内容］洋画
坂口 健展
6/2～6/8［休］無し ［内容］陶芸
－朝陽の煌き－加来万周 日本画展　
6/9～6/15［休］無し
あべ としゆき 水彩画展－光のアンサンブル－
6/9～6/15［休］無し
木越あい・若林和恵 二人展
6/9～6/15［休］無し ［内容］硝子、陶芸
片桐聖子展－とき、いろいろ－
6/16～6/22［休］無し ［内容］絵画　
飛騨ー概衆展
6/16～6/22［休］無し ［内容］木彫
星野 聖展
6/16～6/22［休］無し ［内容］陶芸
～唐津・高麗・李朝～ 内村慎太郎 陶展
6/23～6/29［休］無し
京都絵美展－余情－
6/23～6/29［休］無し ［内容］日本画
澤 清嗣・澤 克典 作陶展～信楽・織部 豊かな土壌と共に～
6/30～7/6［休］無し
村中恵理 七宝展
6/30～7/6［休］無し
横浜人形の家 ☎671-9361 A-68
企画展「灯りの魔法 魅惑のドールハウス」
4/3～6/27［休］月曜 ［内容］<灯り・あかり>をキー
ワードにヨーロッパやアメリカ、日本のドールハウス作
品をアンティークから現代まで幅広く展示
第二企画展「ミニチュアの魅力/ソフビの魔力」
5/22～7/25［休］月曜 ［内容］ケンエレファント社のミ
ニチュア商品やソフビ人形のコレクションを多数展示。
トークイベント、一風変わったミニチュア工作イベント
も実施
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ご紹介。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

山手234番館 ☎625-9393 A-62
MUK写真展+1
5/27～6/1［休］無し
彩二重奏
6/24～6/29［休］無し［内容］絵画
山手111番館 ☎623-2957 A-63
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
重松春江 白寿の絵手紙展
6/25～6/29［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9回Kac展
6/2～6/7［休］無し［内容］金沢区美術協会運営スタッ
フ有志によるグループ展。油彩、水彩、水墨
第17回磯子写友会 定期展
6/16～6/22［休］無し［内容］磯子写友会会員及び講師
による写真作品展示
横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール
 ☎511-5711 B-38
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
ぐるーぷ遊画 水彩画展
6/2～6/8［休］無し［内容］風景画を主体に、静物画や人
物画を展示。佐藤光男、澤野達郎、柳川俊夫
第13回写友アングル写真展
6/9～6/15［休］無し［内容］四季折々の自然の風景や草花
等主体の写真を展示。田中重二、石川静雄、斉藤悟
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ 
 ☎866-2501 B-40
全日本写真連盟 第27回 いずみ支部 写真展
6/1～6/6［休］無し［内容］ネイチャー、風景、スナップ、
人物等の写真
第8回フォトのぞみグループ写真展
6/9～6/14［休］無し［内容］「舞岡」「さざなみ」の会員
による風景等の約40点
和紙ちぎり絵作品展
6/10～6/14［休］無し［内容］手すき和紙の魅力に心癒
されながら自由で思い思いの作品を創作
知の会 水彩画展
6/16～6/21［休］無し
第16回デジカメボランティア会 横浜写真展
6/22～6/28［休］無し［内容］（株）ニコンOB有志によ
り創立、会員会友の自由作品を展示
横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-42
爽やかニット展VI－手編みの世界へ－
6/1～6/6［休］無し［内容］編みたい着たい、最新の手編
み作品満載。約100点
たま絵展
6/2～6/7［休］無し［内容］風景、花、人物等。水彩、油彩、
版画で表現。約55点
第12回3D Art Circle YUCCA 作品展
6/9～6/14［休］無し［内容］花や妖精の世界をシャドウ
ボックスで表現。約120点
第4回建築家河田新一郎個展－私の風景画・東京32景－
6/15～6/21［休］無し［内容］水彩、鉛筆画等。主に東京、
その他の風景画。約50点
あおばHEYアート倶楽部作品展
6/15～6/21［休］無し［内容］会員の油絵作品及び石坂
浩二先生の作品。約50点

や行

は行

ま行

美術画廊 ギャラリー桜木町 ☎261-8171 A-55
江戸文字展（実演アリ）
6/1～6/15［休］土・日曜［内容］紙、布、木、描き、写真
祈りと町々の文字（昭和～今日）（実演アリ）
6/16～7/2［休］土・日曜［内容］紙、布、木、描き、写真
f.e.i art gallery ☎325-0081 C-⑥
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
構想からの具現化 2021
6/21～7/8［休］土・日曜祝［内容］イメージドローイング・
アイデアスケッチ・下絵・エスキースなどが、芸術活動に
よって作品として形になるまでの工程を展示する企画。小
林万里子、しょうじこずえ、田尾憲司、松村淳、門馬英美
FEI ART MUSEUM YOKOHAMA 
 ☎411-5031 C-⑦
陶×藝×術
6/1～6/17［休］月曜［内容］焼成造形作品をテーマに陶
芸、彫刻界で革新的な造形を展開する作家と作品を紹介
するグループ展の第2弾を開催
港 ヨコハマ 夏の市 2021
6/24～7/9［休］月曜［内容］2018年よりスタートした
企画展の3回目。本年は「光と風」をテーマに、夏の光に
きらめくガラス、陶作品、風に揺れるタペストリー、暖簾、
ストール等を中心に作品を紹介

近藤裕久 作陶展
6/24～6/30［休］無し［内容］岐阜県美濃の山中に工房
を構え、山の木と草木を使用した釉薬を登窯・穴釡で薪窯
焼成した花入れ、水指、茶碗、酒器、食器等を展示販売

シルク博物館 ☎641-0841 A-44
シルク博物館所蔵品展「描かれた養蚕－蚕織錦絵の世界－」
4/24～6/6［休］月曜（祝日の場合は翌日）［内容］所蔵
する錦絵から選りすぐったおよそ50点の作品を展示、多
彩な蚕織錦絵の世界を紹介

「別名保存」構想計画所
6/22～7/4［休］月曜［内容］花崗岩とその風化物である
マサや真砂土からなる構造物を用い、気候変動をはじめ
とする他のものたちと複合的に関係することで纏う個体
の変容（風化）と、それに過剰に抗うかのような人為的な
介入を実践
ギャラリーミロ ☎251-5229 A-32
科樹会 木版画展
5/31～6/6［休］無し［内容］作家それぞれの個性溢れる
木版画を展示
墨麗会水墨画展
6/7～6/13［休］無し［内容］水墨画のグループ展
レ・パンソー展
6/14～6/20［休］無し［内容］レ・パンソー（筆達）と名
付けた広田稔先生教室のグループ展
長崎羊子個展
6/21～6/27［休］無し［内容］油彩
恵昇会日本画展
6/28～7/4［休］無し［内容］小島昇先生教室の日本画グ
ループ展
ギャラリー Lei OHANA ☎941-6169 B-⑭
写真展「かお」～あの頃のあなたに会いにいこう～
6/4～6/6［休］無し［内容］楠 加奈絵（フォトサークル
pic-nic）による写真展
ぎゃるりじん＆Chiyo’s ☎681-5900 A-36
ぐるーぷ99 6/1～6/6［休］無し［内容］平面
アトリエサキ 6/8～6/13［休］無し［内容］アートフラワー
イトウクミコ 6/15～6/20［休］無し［内容］平面
トリアエズ 6/22～6/27［休］無し［内容］平面

森真麻個展
6/23～6/29［休］無し［内容］神奈川美術協会会員10
年目での初個展。産まれつきのハンディを持ちながら絵
を描くことを心のよりどころに
gallery fu ☎070-6429-8597 A-㉛
北本晶子個展「delirium」
6/2～6/13［休］月曜［内容］日常の中で当たり前に持っ
ていたはずの正気が、いかに脆弱なものに依拠している
のか、Digital painting、ドローイングを用いて表現

さ行

横浜ユーラシア文化館 ☎663-2424 A-74
横浜中華街・160年の軌跡－この街が、ふるさとだから。
4/10～7/4 ［休］月曜（祝日振替休日の場合は翌平日）
［内容］幕末の誕生から震災と戦災を乗り越え、戦後に飛
躍を遂げた横浜中華街の軌跡と、暮らしを支える職業、そ
して2021年の現在、コロナ禍と闘う中華街の姿を紹介

ニュースパーク（日本新聞博物館） ☎661-2040 A-48
企画展「東京五輪・パラリンピック報道展 幻の一九四〇
東京五輪からTOKYO2020まで」
4/24～9/26［休］月曜（月曜が祝日振替休日の場合は次
の平日）［内容］幻となった1940年、高度成長の契機と
なった1964年、コロナ禍に翻弄される2020年の東京
五輪やパラリンピックを、どのように新聞が報道してき
たかを紹介
企画展「伝える、寄り添う、守る－『3・11』から10年」
4/24～9/26［休］月曜（月曜が祝日振替休日の場合は次
の平日）［内容］被災地の復興や課題、人々の思いを伝え
続けてきた地元紙の活動や、全国に広がる新聞社の防災、
減災に向けた活動を紹介。関東大震災をはじめ過去の事
例を基に災害時の情報との向き合い方について考える
コーナーも設置
爾麗美術 ☎222-4018 A-49
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
小島素子展
6/12～6/27［休］無し［内容］60年のキャリア、水彩、
コラージュ他

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
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
ストリート・アート展
6/3～6/9［休］無し［内容］1970年代から始まり、地下
鉄や路上などの公共の場の壁面などに独自のモチーフや
メッセージを描いてきたストリート・アーティスト達の
作品展
矢吹沙織日本画展
6/10～6/16［休］無し［内容］広島出身の日本画家の展覧会
イスム展
6/17～6/23［休］無し［内容］一体ずつ職人の手で仕上げ
る仏像のレプリカ作品を展示販売

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
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
空想ユートピア～いのちの地球展～Ⅵ
6/12～6/25［休］月・火曜［内容］グループ展
夢樹ゆめこだち野山や高原の自然を愛でる水彩画展
6/12～6/25［休］月・火曜［内容］個展
Twin展～ふたりの秘密～第Ⅳ章
6/12～6/25［休］月・火曜［内容］グループ展
GREEN展～ここが私の居場所～第Ⅲ章
6/12～6/25［休］月・火曜［内容］グループ展
人外の世界展Ⅴ～ヒトナラザルモノ～
6/26～7/9［休］月・火曜［内容］グループ展
art Truth ☎263-8663 A-⑥
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
東川和正作陶展
6/10～6/20［休］火曜［内容］天目の酒器を中心にした陶器
中村景児個展
6/24～7/4［休］火曜［内容］ロングセラー絵本、グリー
ンマントのピーマンマンの作画でおなじみの中村景児氏
の新作絵画展
ATELIER K・ART SPACE ☎651-9037 A-⑨
よしざわようこの世界展-ようこと動物の仲間達-
5/29～6/12［休］月曜［内容］アフリカで出会った動物
達をモチーフに版画、ドローイング、立体等100点

みなとみらいギャラリー ☎682-2010 A-61
木綿一男 木彫展～森の音楽会
6/1～6/7［休］無し［内容］間伐材で作った楽器演奏す
る人形や子供の人形
第3回 DOU水彩スケッチ会 作品展
6/9～6/14［休］無し
PIECE OF 写真展 Vol.7
6/15～6/20［休］無し
2021 富士秀景写真 神奈川展
6/22～6/28［休］無し
第22回 建築・文化展
6/30～7/4［休］無し［内容］建築関係の作品及び絵画、
写真、書道、陶芸等

ブラフ18番館 ☎662-6318 A-58
アトリエたちの動物園
6/25～6/27［休］無し［内容］動物をテーマにした作家
作品展
放送ライブラリー ☎222-2828 A-59
2021 春の人気番組展
4/23～6/13［休］月曜（祝日の場合は翌平日）［内容］年
2回開催している恒例の人気番組展。ＮＨＫ、民放各局の
新番組や人気番組のポスター、台本、関連グッズ、セット
模型、デザイン画等の展示の他、番組PR映像も上映。各
局の情報誌、ノベルティ配布あり

松下誠子展－家の舌－3つの物語3つの部屋
House has a Tongue-Three Stories Three Rooms 
6/15～6/27［休］月曜［内容］ドローイング10点、イン
スタレーション等
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455回企画展 伊東雅江展－suzie 
presents
6/2～6/13［休］月曜（祝祭日の場合は翌日）［内容］9年
ぶり作品展。新作「海を飛ぶ猫」をはじめ、海の中の猫の
連作等展示
岩崎ミュージアム第456回企画展「premodernism」岡
田聡平 黒沼大泰 洋画展
6/16～7/4［休］月曜（祝祭日の場合は翌日）［内容］前
近代の絵画の持つ厳格な美しさを現代日本の作家として
表現した作品群
馬の博物館(根岸競馬記念公苑） ☎662-7581 B-③
春季特別展「友（ウマ）とともに…平和の祭典!!馬（馬具）
に由来する種目と馬術競技」
4/24～6/20［休］月・火曜（祝日振替休日は開館し、直
後の平日）［内容］オリンピック、パラリンピックで実施
される馬と関係する競技をとり上げて紹介

風の声が聞こえる

(壁)塩見章「無題 21-5」・「無題 21-3」
共に、油彩・2021年・27.3×22.2cm (F3)
(台)アドリアン・リース「蝶」シリーズより

delirium/2021年/Digital painting

岩田榮吉/アルルカン（トロンプルイユ）

あ行 か行

直井由美


