
青い空の下、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5月15日現在のものです）
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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号を

約100点展示

創立50+1周年 第60回港の作家展
7/6～7/12 ［1F/2F］ 
［主催］港の作家美術協会
［内容］横浜を基点に育った美術展。コロナ禍で延期

の創立50周年記念! 

第51回世界児童画展 神奈川県展
7/10～7/11 ［3F］ 
［主催］公益財団法人美育文化協会
［内容］神奈川県の入選、特選を中心に国内、海外の

児童画約200点

第36回 21世紀国際書展
7/14～7/18  ［全館］
［主催］産経新聞社 横浜総局
［内容］県内を活動拠点とする書家の会派、流派を超

えた書道の公募展

横浜市こどもの美術展2021
7/23～8/1 ［1F/2F］ 
［主催］横浜市民ギャラリー
［内容］夏の恒例「横浜市こどもの美術展」を2年ぶ

りに開催。今年のテーマは「スポーツ」。自由
テーマ部門とあわせ、応募された作品はすべ
て展示

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!

栃木順子《もう一つの風景-B》
1985年/シルクスクリーン/74.3×56.0cm

●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
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

生誕90年 三浦哲郎展－星をかたりて、たれをもう
らまず－
5/22～7/18 ［休］月曜（祝日は開館） ［内容］遺族か
ら寄贈された「白夜を旅する人々」「少年讃歌」等の
原稿や、生涯の師・井伏鱒二からの三浦あて書簡な
ど貴重資料多数の「三浦哲郎文庫」を中心に、近年
八ヶ岳の山荘で発見された原稿など初公開となる初
期資料を加え、三浦が文学に込めた思いと作品の魅
力を紹介

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
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）

神奈川旺玄展画廊楽賞受賞者展
7/5～7/11［休］無し［内容］油彩（画廊楽Ⅰ）

楽絵画教室絵画展
7/12～7/18［休］無し［内容］油彩、水彩、日本画（画
廊楽Ⅰ&Ⅱ）

Ｎの会展
7/19～7/25［休］無し［内容］油彩（画廊楽Ⅰ）

座・琳派展
7/26～8/1［休］無し［内容］立体、コラージュ、水彩、
仏画（画廊楽Ⅰ）

Gallery ARK ☎681-6520 A-㉒
アストレア展
6/24～7/3［休］日曜

大野和之陶芸展
7/8～7/17［休］無し

アドニス展
7/22～7/31［休］日曜

ギャラリー伽羅 ☎842-1428 B-⑪
『手作りきゃらSHOP』
6/29～7/24［休］日・月曜［内容］着物リフォーム服、
バック、帽子、夏向きの手作り服、買物袋、小物入れ、
布ぞうり、アクセサリー、編みぐるみ、藍染めスカー
フ等、全て手作り品多数

ギャラリーぴお B1 ☎681-5122 A-㉙
第19回AKI 淡彩スケッチ展
7/29～8/3［休］無し［内容］ペンのデッサンに透明
水彩で爽やかに着彩。横浜の風景他、約60名120
点のペン彩画展

大佛次郎記念館 ☎622-5002 A-⑭
これぞ!大佛歌舞伎
4/24～9/5［休］月曜（祝日の場合は翌平日） ［内容］
戦後上演された大佛次郎原作、もしくは書き下ろし
の新作歌舞伎演目。作者、役者双方にとって新たな
挑戦であった「大佛歌舞伎」の世界にせまる

横浜市立中学校美術部展
7/28～8/2［休］無し［内容］横浜市立中学校美術部
員による作品展

横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-42
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

横浜髙島屋美術画廊 ☎311-5111 C-⑩
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

未来への木彫展
7/7～7/13［休］無し

石谷雅詩展-刻の色-
7/7～7/13［休］無し ［内容］日本画

佐々木伸佳 硝子展
7/7～7/13［休］無し

華・華展
7/14～7/20［休］無し ［内容］日本画。佐竹佳奈、新
川美湖、染谷香理、田中裕子、中村祐子

山口真人 作陶展 ～挑戦と収穫と～
7/14～7/20［休］無し

山近泰 作陶展-色絵に生きる動物たち-
7/21～7/27［休］無し

松山賢展-中の絵の中-
7/21～7/27［休］無し ［内容］平面、立体

第6回グループホライゾン
7/28～8/3［休］無し ［内容］日本画

－奇々怪々－大上伊代展
7/28～8/3［休］無し ［内容］陶芸

横浜人形の家 ☎671-9361 A-68
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

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

山手234番館 ☎625-9393 A-62
PHOTO 10 COLORS
7/8～7/13［休］無し［内容］写真

女神覚醒画展
7/22～7/27［休］無し［内容］個展、絵画

横浜開港資料館 ☎201-2100 A-65
開館40周年記念「七つの海を越えて『鎖国』下の日
本とイギリス」
4/24～7/11［休］月曜（祝日の場合は翌日）［内容］
1981年、旧英国総領事館の敷地に開館し、日英のつ
ながりを示す歴史資料を積極的に収集、調査研究を
積み重ねてきた資料館開館40周年を記念して開催
する展覧会。日英関係の黎明期とも言うべき江戸時
代に目を向け、イギリス人が見た日本の様相と日本
人が観察したイギリス人の姿を2期（Ⅰ期:江戸時
代初期～後期、Ⅱ期:幕末期）に分け紹介

横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ 
 ☎866-2501 B-40
第4回フォトみちづれ写真展
7/6～7/12［休］無し［内容］4年目の写真展。自由
作品の他風景、野鳥写真を展示

みずえの会の水彩画展
7/14～7/19［休］無し

や行は行

ま行

美術画廊 ギャラリー桜木町 ☎261-8171 A-55
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
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
港 ヨコハマ 夏の市 2021
6/24～7/9［休］月曜［内容］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
ルなどを中心とした作品。あないまみ、彩月りお、板
橋美紗子、内田彰子、岡野慶子、片山穣、清水まり恵、
清水美於奈、關まどか、染裕、tama10、ちょうりん美
智子、トミタマリコ、直井由美、西悦子、橋本忍、水吉
郁子、横田藍子、吉田成美

土屋彰仁個展 「言霊の纏」
7/14～7/17［休］無し［内容］ホテルマン出身、不動
明王の精神を持つ書家、土屋彰仁が主催する言霊個展

越畑喜代美 日本画展 
7/15～7/24［休］火曜［内容］身近な草花をモチー
フにした心暖まる作品の数々 

東急百貨店たまプラーザ店 4階アートサロン
 ☎903-2441 B-㉓
原宏之 日本画展
7/1～7/7［休］無し［内容］日本の四季の移ろいを、
さわやかな色彩と繊細なタッチで描き、心安らぐ自
然の美を観るものに印象づける

木下めいこ・武井地子 二人展
7/8～7/14［休］無し［内容］岩絵具や箔など素材の
美しさを大切に描く木下めいこ、麻紙に滲み、流れ、
弾け、掠れる墨の跡を描く武井地子

西林眞紀子 作品展
7/15～7/21［休］無し［内容］墨を土台に万物のエ
ネルギーをモノトーンから多彩色で表現

古畑雅規 BOXクレイアート展
7/22～7/28［休］無し［内容］樹脂粘土を使い、一
つひとつパーツをハンドメイドして額縁の中に収め
た創造性溢れる3Dアートの世界

アートサロン サマーセール
7/29～8/4［休］無し［内容］有名作家から若手作家
まで、日本画、洋画、版画等奉仕価格にて展示販売

そごう横浜店美術画廊 ☎465-5506 C-⑤
河本真里日本画展－花日和－
6/29～7/5［休］無し　

大森暁生の世界展
6/29～7/5［休］無し　

人間国宝 井上萬二展
7/6～7/12［休］無し　

前田力日本画展
7/13～7/19［休］無し　

藤田武志・久美子 漆二奏展
7/13～7/19［休］無し

川口絵里衣・北本晶子「迷宮の悪夢」
7/23～8/8［休］月曜［内容］生きていく中のストレ
スや不安など潜在意識に残る想いが反映する「悪夢」
に2人の作家が向き合う。絵画他

ギャラリーミロ ☎251-5229 A-32
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

現代かながわ小品展
7/5～7/11［休］無し［内容］現代かながわ美術協会
による工芸、絵画、彫刻

モデラート展 Part1
7/12～7/18［休］無し［内容］上田耕造先生の教室
展。水曜スケッチ&水曜水彩

モデラート展 Part2
7/19～7/25［休］無し［内容］上田耕造先生の教室
展。木曜クロッキー&一から水彩

モデラート展 Part3
7/26～8/1［休］無し［内容］上田耕造先生の教室展。
木曜油彩&水曜夜

gallery fu ☎070-6429-8597 A-㉛
構想計画所「別名保存」
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

海老塚耕一「水のポリフォニー」
7/6～7/18［休］月曜［内容］作品を「風景」として考
え制作。形式や様式で捉え生じるような一定の方向
を示すことはない「空白の場所」として、見る者のい
くつもの考察とともに存在。立体造形

さ行

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］幻の1940年、高度成長契機の
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
いを伝えてきた地元紙の活動、全国に広がる新聞社
の防災、減災に向けた活動を紹介

爾麗美術 ☎222-4018 A-49
星野鐵之氏〈1939-2018〉を囲む会
7/3～7/19［休］水曜［内容］ 星野鐵之氏没後3年の
展覧会。星野鐵之、安斎アヤ子、市川徹、市川田津子、
杉村倉太、鈴木正道、中川惠介、能登茂行、長谷川瑞
吉、又村統、山本治美

な行

鶴見画廊 ☎584-7208 B-㉑
第76回ハマ展鶴見画廊賞受賞記念二人展
7/7～7/12［休］無し［内容］受賞者、伊東広子（日本
画）、髙橋洋一（洋画）

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
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

雨の日展 vol.2
7/10～7/23［休］月・火曜［内容］グループ展

BLUE展～第Ⅵ話～
7/10～7/23［休］月・火曜［内容］グループ展

神業展Ⅴ
7/10～7/23［休］月・火曜［内容］グループ展

立華圭（たちばなけい）個展－海底さんぽ－
7/10～7/23［休］月・火曜

Boy's Generation展 第3弾
7/24～8/6［休］月・火曜［内容］グループ展

ほっこりアート「Cafe AAA」～私の贅沢タイム～6号展
7/24～8/6［休］月・火曜［内容］グループ展

夏の暑さを吹っ飛ばせ！夏のにゃんこ展～2021～
7/24～8/6［休］月・火曜［内容］グループ展

art Truth ☎263-8663 A-⑥
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新
作絵画展

ちいさなどうぶつ展
7/7～7/12［休］無し［内容］動物をモチーフとした
絵画と立体のグループ展

戸井田しづこ個展
7/14～7/21［休］無し［内容］女性を描いた絵画作品展

ATELIER K・ART SPACE ☎651-9037 A-⑨
三木祥子展-symparthy
7/3～7/17［休］月曜［内容］身近にある花や植物の
写真30点

みつい画廊 ☎261-3321（ハヤカワ画材店） A-60
福原喜代志 小品展～丹後半島の海辺を歩いて・2～
6/28～7/4［休］無し［内容］油彩、約25点

DAN展
7/19～7/25［休］無し［内容］絵画、版画、ガラス工
芸等

みなとみらいギャラリー ☎682-2010 A-61
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

人と海のフォトコンテスト 第32回マリナーズ・アイ展
7/6～7/12［休］無し［内容］海をテーマにした写真

ルナ展
7/6～7/12［休］無し［内容］木版画

第25回県展女流選抜展
7/13～7/19［休］無し［内容］絵画等の美術展覧会

東欧のアーティスト、アンドリー・ミシャクと彼の
小さな弟子達
7/22～7/26［休］無し［内容］当人の絵画及びアー
トスクールの生徒の作品

生きとし生けるもの展
7/23～8/5［休］月曜［内容］「動物」をテーマにした
グループ展。絵画、彫刻等。伊能一三、遠藤良亮、奥
村巴菜、筧由佳里、北嶋勇佑、久野悠、松崎幸一光、
鈴木英里子、瀬戸優、田村幸帆、中條亜耶、平島鉄也、
福本壱美、本濃研太、村井陽子

ブラフ18番館 ☎662-6318 A-58
第22回エレガントガラスワーク元町作品展
7/17～7/18［休］無し［内容］ガラス工芸生徒作品展

スケッチブック展
7/22～7/27［休］無し［内容］スケッチブックを中
心に絵画等

1010美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑩
柯毓珊 Ke Yushan
7/3～7/18［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）

スケッチ40％展
7/7～7/18［休］月曜（祝祭日の場合は翌日）［内容］
文房堂（神田神保町）アートスクールの齋藤眞紀先
生クラス受講生の有志展

岩崎ミュージアム第457回企画展
Mytee Summit 2021
7/21～8/9［休］月曜（祝祭日の場合は翌日）

エリスマン邸 ☎211-1101 A-⑬
デコパージュ展 アンジェリック
7/23～7/27［休］無し

三木祥子

海老塚耕一/「水のポリフォニー」/2021年/
木、鉄、グラスファイバー、アルミ、エンコスティック、軟質PVC

あ行

か行

筧由佳里

岩田榮吉/日本人形（トロンプルイユ）


