
今月は横浜市民ギャラリーで
「新・今日の作家展2021・日常の輪郭」を開催。

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2021～2022」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7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
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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!

松島一郎《横浜公園》
1950年頃／油彩、キャンバス／ 38.0×45.4cm

●ホームページで作品解説をご覧いただけます。



横浜市民ギャラリー展覧会情報 ☎315-2828
酔いどれ idiot の彷徨と幻影
8/31～9/5 ［3FB］
［主催］MIMIROKU［内容］アクリルで描く精神世界、そ
して竹から生まれた追憶のモノローグ
第63回 太平洋神奈川展
9/1～9/5  ［2F/1F］
［主催］太平洋美術会 神奈川支部［内容］太平洋美術会の
支部展。平面、立体作品公募!
横浜市民ギャラリーU35若手芸術家支援事業
久保木要個展「WHISPER《RUMBLE》」
9/1～9/5 ［B1F］
［主催］久保木要［共催］横浜市民ギャラリー［内容］「未知
の文明」をテーマに、アクリルや樹脂を用いた立体作品
第59回全国公募日書家展
9/8～9/13 ［全館］
［主催］日本書道家連盟［内容］会員、公募、学生部の書道
作品を展示する。400点
第10回 横濱陶藝倶楽部『卓』
9/14～9/19 ［3FB］
［主催］横濱陶藝倶樂部［内容］会員30名が個々の作品に
よる『卓』を演出。作品数約500点
第23回 華の墨絵会展 
9/14～9/18 ［2FA］
［主催］華の墨絵会［内容］6号～100号を超える水墨画
作品、掛軸も有り、計60点

三軌会 神奈川支部展
9/14～9/19 ［2FB］
［主催］三軌会 神奈川支部［内容］来館者とふれあう時間、
空間、100号中心の絵画展
新・今日の作家展2021 日常の輪郭
9/18～10/10　 ［1F/B1F］
［休］9/20［主催］横浜市民ギャラリー［内容］現代美術
を紹介。出品作家は田代一倫、百瀬文
第9回水彩連盟 神奈川支部展
9/21～9/27 ［3F］
［主催］水彩連盟 神奈川支部［内容］水彩絵具、アクリル
絵具を使用した20～100号の作品約50点
第60回アーネスト美術展
9/21～9/26 ［2F］
［主催］アーネストクラブ［内容］油彩、日本画、立体等 約
60点を展示
第53回 神奈川現展
9/28～10/4 ［3F］
［主催］現代美術家協会 神奈川支部［内容］油彩を中心に、
約50点展示（油彩、工芸、写真、立体）
第一美術協会 第43回 湘南支部展
9/28～10/4 ［2F］
［主催］第一美術協会 湘南支部［内容］油彩、水彩、墨彩、
工芸 4号から150号まで約100点

横浜市吉野町市民プラザ ☎243-9261 C-42
第27回 文化書道南関東連合会書道展
9/23～9/26［休］無し［内容］文化書道南関東連合会が
年1回開催する学童から大人までの書道展
横浜市歴史博物館 ☎912-7777 C-43
企画展「布 うつくしき日本の手仕事」
7/17～9/20［休］月曜（祝日振替休日の場合は翌日）［内
容］神奈川大学日本常民文化研究所と共同で開催
横浜髙島屋美術画廊 ☎311-5111 B-⑨
岡田高弘展－光の薫る情景－
9/1～9/7［休］無し［内容］洋画
－麒麟－天野裕夫 彫刻展 9/1～9/7［休］無し
第13回ガラス工芸作家 国の「現代の名工」黒木国昭展
9/8～9/14［休］無し［内容］硝子
襲名記念 三代 宮川香雲 茶陶展
9/15～9/21［休］無し
Un Vent Nouveau 新しい風vol.4
9/22～9/28［休］無し［内容］洋画
備前 森泰司 陶芸展
9/22～9/28［休］無し
第35回 青渕会－標－
9/29～10/5［休］無し［内容］日本画
加藤清和 作陶展
9/29～10/5［休］無し
横浜都市発展記念館 ☎663-2424 A-67
スポーツの祭典と横浜
7/17～9/26［休］月曜（祝日振替休日の場合は翌平日）
横浜人形の家 ☎671-9361 A-68
企画展「アンティークドール×現代創作人形」
7/10～10/10［休］月曜［内容］現代創作人形作家18名が
本展に向けて新たに制作した作品を中心に、約90点を紹介
第二企画展「人形写真家・田中流の眼差し」
9/11～10/31［休］月曜［内容］球体関節人形が日本で初
めて紹介された1965年。その後に誕生した多くの現代創
作人形作家の、人形写真を撮り続けた田中流の写真展
横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A-70
第15回 梅野会美術展
9/23～9/27［休］無し［内容］主催=梅野会
第33回 彩和会展
9/30～10/4［休］無し［内容］主催=彩和会
横浜本牧絵画館 ☎629-1150 C-44
横浜本牧絵画館常設展示 横浜本牧と絵画
9/4～10/3［休］火曜［内容］かつて本牧の地を訪れた画
家や、本牧に居住する画家の本牧を題材にした作品、本牧
の地で制作された作品の展示

横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール
 ☎511-5711 C-36
河英愛 個展
9/22～9/27［休］無し［内容］油絵を描き始めて25周年。
これまで描いた風景画や静物画を展示
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ 
 ☎866-2501 C-38
第28回「デジフォト・風」写真展
9/7～9/13［休］無し
第55回 横浜鶴写会（旭支部）写真展
9/15～9/20［休］無し
第121回 戸塚区美術協会絵画展
9/22～9/27［休］無し［内容］油彩、水彩等。約80点
洋画、日本画、写真の区民美術展
9/29～10/4［休］無し［内容］小学生～一般から作品を
公募、展示
横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 C-40
ショーケースギャラリー アーティスト×横浜市所蔵カメ
ラ・写真コレクション 山本愛子展
7/10～9/20［休］毎月第4月曜
Fellow Art Gallery vol.43　神例 幸司展
7/28～10/24［休］毎月第4月曜［内容］神例幸司の刺繍
による表現を紹介
ショーケースギャラリー
黄金町エリアマネジメントセンター連携企画 常木理早展
9/25～12/12［休］毎月第4月曜［内容］黄金町エリアで
活動するアーティストを紹介。本年は常木理早
アートスペース・オー 第26回クロッキーの会&第13回
アートの会作品展
9/1～9/5［休］無し［内容］クロッキー、油彩、水彩、アク
リル等。約250点
シュタイナー アートワーク 美しい色の世界
9/8～9/12［休］無し［内容］小学生～大人の水彩、大人
のパステル画、約50点
モザイク展2021
9/8～9/20［休］無し［内容］大理石等を利用したモザイ
ク作品の展示約70点他
第23回 都筑写真倶楽部写真展
9/14～9/20［休］無し［内容］自由作品、課題作品。約90点
第15回 SEN展
9/21～9/26［休］無し［内容］油彩、水彩等。今年のテー
マ「ひまわり」10号までの小品等。約70点
第6回 絵画サークルキング作品展
9/22～9/26［休］無し［内容］ 5年ぶりとなる作品展。水
彩、アクリルによる風景画、静物画作品約60点
第12回 横浜画塾展 －Inner Journey－
9/28～10/4［休］無し［内容］水彩を学ぶ塾生展。約250点

は行

ま行

f.e.i art gallery ☎325-0081 B-⑤
第9回FEI PRINT AWARD 準大賞者 岡本潤展
9/6～9/17［休］土・日曜祝［内容］アートをもっと身近
なものへ！をコンセプトに毎年行なっている版画の祭典。
準大賞者、岡本潤氏の作品展示
FEI ART MUSEUM YOKOHAMA 
 ☎411-5031 B-⑥
第10回FEI PRINT AWARD 入選作品展
9/7～9/23［休］月曜［内容］「アートをもっと身近なもの
へ!」をコンセプトに開催される毎年恒例、応募資格不問の
版画公募展第10回。入選、入賞作品展示
2021日本×台湾 現代漆芸創作交流展
9/28～10/10［休］月曜［内容］台湾と日本の漆芸作家に
よる交流展第4回。伊能一三、井上洋介、いらはらみつみ、
岩田俊彦、梅津奈保子、江村忠彦、大塚智嗣、小田伊織、小
林秀俊、佐藤史幸、髙宮ヨウコ、中静志帆、中島靖高、藤田
薫、柗井圭太郎、松島さくら子、松田環、三好かがり、村本
慎吾、横田千明、吉田真澄、若宮隆志、張森洋他
ブラフ18番館 ☎662-6318 A-56
横浜いずみ陶芸学院 卒業制作展
9/23～9/27［休］無し［内容］陶芸作品

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

小川淳写真展「ALIVE」
9/23～10/3［休］月曜［内容］奄美群島の中の奄美大島
と加計呂麻島の自然風景を捉えた写真展
ギャラリーミロ ☎251-5229 A-32
かくかく展
8/30～9/5［休］無し［内容］油彩等、白日会有志による
グループ展
油彩クロッキー展
9/6～9/12［休］無し［内容］上田耕造、岡田高弘、広田稔
&佐藤陽也、杉本幸江、白田彩乃
瞬の会
9/13～9/19［休］無し［内容］油彩、水彩、クロッキー等。
岡田高弘先生教室展
アブニール展
9/20～9/26［休］無し［内容］油彩、広田稔先生教室展
色波展
9/27～10/3［休］無し［内容］水彩、イラスト、手工芸品
等。横浜国大OGによるグループ展
GALERIE PARIS ☎664-3917 A-35
叶野千晶 壁景 Chiaki KANO WALL－SCAPE
9/3～9/15［休］日曜

日本郵船歴史博物館 ☎211-1923 A-45
船と主機関－エンジンの変遷とこれから－
4/3～9/5［休］月曜［内容］日本郵船ゆかりの船と共に、
時代の要請とともに変化を続ける主機関と当社の取り組み
を紹介
ニュースパーク（日本新聞博物館） ☎661-2040 A-46
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紹介

な行

鶴見画廊 ☎584-7208 C-㉑
真昼にも輝く星たち展
9/13～9/19［休］無し［内容］洋画、日本画、グループ展
東急百貨店たまプラーザ店 4階アートサロン
 ☎903-2441 C-㉓
船戸あやこ スペインタイルアート展
8/26～9/1［休］無し［内容］スペイン現代陶芸における
色彩と情熱の世界を紹介
越畑喜代美 日本画展
9/2～9/8［休］無し［内容］一緒に暮らす猫たちやお土産
の笛など日常のものを描く
爲金義勝 展
9/9～9/15［休］無し［内容］日本の伝統的な木版画に独
自の金箔技術を加え、抽象画で表現する作家。海外で高い
評価を得る珠玉の作品展
ベルナール・ビュッフェ 版画展
9/16～9/22［休］無し［内容］黒い描線と抑制された色
彩によって戦後の不安感や虚無感を描出したベルナール・
ビュッフェ（1928－1999）の版画展
阿部友子・菅かおる　二人展
9/23～9/29［休］無し［内容］阿部友子、菅かおる。二人
の日本画作家の作品展
小澤摩純　絵画展
9/30～10/6［休］無し［内容］童話やオペラを題材に夢あ
ふれる世界を描く作家。原画や新作版画を多数展示販売

ぎゃるりじん＆Chiyo’s ☎681-5900 A-36
ユニットフォー 9/7～9/12［休］無し［内容］平面
松田恵一 9/14～9/19［休］無し［内容］平面
ダバート 9/28～10/3［休］無し［内容］平面

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2021～2022」に対応しています。

Art Araq Asia Gallery（AAA Gallery）
 ☎664-3907 A-①
ペン画の世界展2021～第Ⅱ画～
8/21～9/3［休］月・火曜［内容］グループ展
イトウタカヤ/個展 for Frog start up party vol.2
8/21～9/3［休］月・火曜
UNKNOWN FANTASY展～第Ⅳ章～
9/4～9/17［休］月・火曜［内容］グループ展
お砂糖の魔法展2021～Sugar Magic～Ⅱ
9/4～9/17［休］月・火曜［内容］グループ展
FISH展～おさかなとワタシ～Ⅱ
9/4～9/17［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～Ⅴ
9/18～10/1［休］月・火曜［内容］グループ展
あにまるわーるど!動物展～part5～
9/18～10/1［休］月・火曜［内容］グループ展
ANGEL展Ⅱ
9/18～10/1［休］月・火曜［内容］グループ展
SF－近未来－展Ⅱ
9/18～10/1［休］月・火曜［内容］グループ展
IKE－mendaisuke 自主グループ展
9/18～10/1［休］月・火曜［内容］個展
art Truth ☎263-8663 A-⑥
矢崎悠美 個展
9/1～9/8［休］無し［内容］創芸画という表装の技術を
使った絵画展
小倉宗 個展
9/12～9/19［休］無し［内容］動物や人物等を描いたア
クリル画作品展
菅野由貴子・宮嶋結香二人展
9/22～9/29［休］無し［内容］動物等を描いた絵画展
ATELIER K・ART SPACE ☎651-9037 A-⑧
笹井祐子展－jardin-mis memorias－庭－わたしの記憶－
9/3～9/15［休］月曜［内容］版画、ドローイング等、大小合わ
せて20点

みつい画廊 ☎261-3321（ハヤカワ画材店） A-59
伊藤 慈 展
9/6～9/12［休］無し［内容］油彩、30～40点
みなとみらいギャラリー ☎682-2010 A-61
NHK学園 第4回 四季の写真展 9/1～9/6［休］無し
岩橋格のヒト万華鏡の世界（Ⅲ）
9/7～9/13［休］無し［内容］帯や布地に写真を張り、壁
一面に展開する作品
無題展-Untitled Exhibition-
9/10～9/12［休］無し［内容］絵画
～ときめいて生きる～ほのぼの筆文字(伝筆[つてふで])
仲間たち展
9/14～9/20［休］無し
神奈川ゆりの会 深雪アートフラワー展
9/15～9/20［休］無し
第二十二回 煌々会日本画展
9/21～9/26［休］無し
第37回かもめクラブ写真展
9/21～9/27［休］無し
作品展「夕星（ゆうづつ）」
9/22～9/26［休］無し［内容］書道、絵画、組紐、レザー
作品等
西区文化協会 西区文化祭「創作展」
9/29～10/4［休］無し［内容］絵画、書道、生け花等

や行
山の上ギャラリー ☎852-8855 C-㉖
木の椅子展　
8/8～9/12［休］月曜（祝日を除く）［内容］個性ある椅子、ス
ツール、サイドテーブル作品。吉野崇裕、藤井慎介、般若芳行
手描きシルク バティックコレクション
8/8～9/12［休］月曜（祝日を除く）［内容］インドネシア若
手デザイナーによるバティックの布。梅村明代コレクション
陶郷工房 新作展
9/19～10/10［休］月曜（祝日を除く）［内容］栄区にある
工房「陶郷」。10名の作家による陶器、ガラスの作品展示
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 開国前後の日本とイ
ギリス」
7/17～11/7［休］月曜（祝日の場合は翌日）［内容］鎖国
から開国へ。江戸時代の末期、日本とイギリスはどのよう
な関係を持ち、世界史の動向を受けたのか。イギリスから
の新出資料もまじえ紹介
横浜市港南区民文化センター ひまわりの郷
 ☎848-0800 C-34
第12回フォトさくら展2021
8/26～9/1［休］無し［内容］四季折々の自然や人の心に
寄りそい、その姿を写しとる写真展坂間真実/「ビデオ・レター（from the Past to the Future）」

「壁」

益田和雄/天空の城・ホーエンツォレルン城（ドイツ）

笹井祐子

あ行
神奈川近代文学館 ☎622-6666 A-⑮
佐藤さとる展－「コロボックル物語」とともに－
7/22～9/26［休］月曜（祝日は開館）［内容］「コロボックル
物語」とともに歩んだ佐藤さとるの生涯の軌跡をたどる
神奈川県立歴史博物館 ☎201-0926 A-⑱
コレクション展「運動のすすめ－20世紀神奈川のスポー
ツイベント－」
6/26～9/12［休］月曜［内容］1964年の東京オリンピッ
クとパラリンピック、1998年のかながわ・ゆめ国体とゆ
め大会。あわせて東京2020オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会について紹介
kaneko art gallery ☎515-9420 C-⑥
末永恵理 個展
9/3～10/11［休］木曜（火水は予約制）［内容］豊かな独
自の絵画世界を切り拓きつつある末永恵理の、創造の森の
中に誘うような作品群を紹介
カフェ・ギャラリーリンデン ☎532-5288 C-⑦
K2よりストーンフェア パキスタンの原石とインダス文明
のデザインジュエリ－展示
9/10～9/12［休］無し［内容］パキスタンK2より、原石
の発掘の話や石の話とWSあり。出店/インダスミネラル
～旅情を写す～水彩画と写真で巡る南欧の旅
9/15～9/26［休］月・火曜［内容］水彩/久野克彦、写真
/城田未来。各6点展示
Gallery ARK ☎681-6520 A-㉒
やちだけい展 9/2～9/11［休］日曜
児玉慶多展 9/16～9/25［休］日曜
松林淳展 9/30～10/9［休］日曜
ギャラリー伽羅 ☎842-1428 C-⑫
手作りきゃらSHOP
9/1～9/30［休］月・日曜祝［内容］着物リフォーム服、バッ
ク、帽子、ポーチ、買物袋等多数　全て手作り品
ギャラリーダダ ☎461-1533 B-②
平澤薫 水彩画展9/8～9/14［休］無し［内容］四季折々の風景
石谷正良 水彩画展
9/8～9/14［休］無し［内容］四季折々の風景
かせだのりこ教室 水彩色鉛筆画展
9/15～9/21［休］無し［内容］色鉛筆と水彩の両方を生
かした作品
和久井正男 油絵展
9/15～9/21［休］無し［内容］フラメンコの女性他力強い作
品、他
イマノマサコ 水彩画展
9/15～9/21［休］無し［内容］季節の花や静物を水彩で美しく
中村栄 水彩画展
9/29～10/5［休］無し［内容］光と影を生かした魅力的な風景画
ギャラリーぴお B1 ☎681-5122 A-㉙
水彩スケッチ 益田和雄個展 第20回記念特別展
9/9～9/14［休］無し［内容］最近の国内スケッチとこれ
までを振り返る第20回記念特別展

gallery fu ☎070-6429-8597 A-㉛
グループ写真展「TRAIN x KANAGAWA 2」
8/24～9/5［休］月曜［内容］17名のフォトグラファーが
神奈川を走る列車の姿を追った写真を中心に出展
坂間真実「ビデオ・レター」
9/8～9/19［休］月曜［内容］コラージュを用いたインス
タレーション

木下淳也展－机上飛空論
9/18～9/30［休］月曜［内容］木の立体造形作品、大小合
わせて10点
1010美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑨
鈴木道子－Reboot－
9/18～9/26［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-⑩
岩崎ミュージアム第458回企画展 山口小夜子さんの散歩道
8/13～9/5［休］月曜（祝祭日の場合は翌日）
岩崎ミュージアム第459回企画展 横浜芝山漆器展
9/8～9/20［休］月曜（祝祭日の場合は翌日）
岩崎ミュージアム第460回企画展 吉田直展－今宵きりの光景－
9/23～10/10［休］月曜（祝祭日の場合は翌日）
馬の博物館（根岸競馬記念公苑） ☎662-7581 C-③
企画展「やまさき拓味『優駿の門2020馬術』原画展」
6/26～9/5［休］月・火曜（祝日・振替休日は開館し、直
後の平日）［内容］東京オリンピックを目指す元競走馬の
『第二の馬生』を描いた作品、原画を二期に分けて紹介
特別展「サムライアーマー」
6/26～9/5［休］月・火曜（祝日・振替休日は開館し、直
後の平日）［内容］馬の文化と密接にかかわっていた日本の
甲冑。伝統文化の精巧さや美しさに触れる機会に
エリスマン邸 ☎211-1101 A-⑫
ファシリティドッグ写真展2021 9/22～9/27［休］無し
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。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

か行


