
高く澄んだ秋空の下、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9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77回ハマ展
11/3~11/13 ［全館］
［主催］横浜美術協会
［内容］一般公募入選作品約400点と、会員会友（洋、

日、彫、写）作品
第60回記念神奈川旺玄展
11/16~11/22 ［全館］
［主催］一般社団法人 旺玄会 神奈川支部
［内容］第60回展、歴代神奈川旺玄賞会員賞受賞作

家展、同時開催。170点

第24回 横浜丘遊展
11/23~11/28  ［3FA］
［主催］横浜丘遊会
［内容］表現する絵画をテーマに大作の油絵を中心

に水彩、立体約30点
第34回神奈川書家三十人展（かながわ書道キッズ
コンクール併催）
11/24~11/28 ［2F/1F］
［主催］神奈川新聞社
［内容］神奈川を代表する書家30人の新作を展示。

チャリティー小品展併催

ギャラリーめぐり

や行
横浜髙島屋美術画廊 ☎311-5111 B-⑨
九谷 三代 三ツ井為吉 作陶展
10/27~11/2［休］無し
森吉 健展　Natural Shapes－自然の形から－
10/27~11/2［休］無し ［内容］洋画
制作30周年 五世 島田耕園 人形展
他力ひとがたとともにⅡ
11/3~11/9［休］無し
小島久典展
11/3~11/9［休］無し ［内容］彫刻
手のひらの小宇宙 現代根付展
11/10~11/16［休］無し 
浅野 忠展－景の記憶－
11/10~11/16［休］無し ［内容］日本画
佐藤泰生展~生々流転~
11/17~11/23［休］無し ［内容］油彩、ガラス絵
森岡希世子展
11/17~11/23［休］無し ［内容］陶芸
紬人の会Ⅱ
11/24~11/30［休］無し ［内容］日本画
安永頼山展
11/24~11/30［休］無し ［内容］陶芸
横浜人形の家 ☎671-9361 A-68
企画展「ペコちゃんと横濱」
10/23~1/23［休］月曜［内容］不二家の大人気キャラク
ター「ペコちゃん」が横浜人形の家にやってくる!不二家の
創業の地である横浜で、ペコちゃんの魅力に迫る展覧会

ら行
リーブギャラリー ☎253-7805 A-76
中西 繁＋マゴマゴ展
11/1~11/7［休］無し［内容］欧州への旅。油彩25点と
3人の孫が描いた油彩9点
横浜OKY 3人展
11/15~11/21［休］無し［内容］清水建設、設計部OB
による水彩約30点
上原収二連続回顧展第7期『イギリスの油彩画』同時開催 
水彩画ワークショップ
11/22~12/19［休］水曜［内容］20年間訪れた英国各
地を描いた油彩約50点

横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A-70
第33回 二翠会展（神奈川風景水彩画）第33回 横浜淡彩
画友の会展 合同展
10/28~11/2［休］無し［内容］主催=二翠会、横浜淡彩
画友の会
第41回 横浜能面展
11/4~11/9［休］無し［内容］主催=面の会、岩崎久人
第38回 川村造形美術2021展
11/11~11/16［休］無し［内容］主催=川村造形美術研
究所磯子アトリエ
横浜本牧絵画館 ☎629-1150 C-44
ダブルポートレイト－描かれた人形
10/16~1/16［休］火曜、12/27~1/4［内容］岩田の恩
師にあたる小磯良平や長谷川潔、さらに現在活躍中の画
家達がどのように人形を描いているかを概観したうえで、
岩田の人形をモチーフとした作品を紹介

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!

小島昇《塔のある風景》
1988年／紙本着彩／ 100.0×80.4cm

●ホームページで作品解説をご覧いただけます。



は行

ま行

万国橋ギャラリー ☎080-3388-2799 A-52
プニップ クルーズ 船の絵ギャラリー
11/2~11/8［休］無し［内容］横浜港の広報誌の表紙絵
20点、船体解剖図10点
M展・小品展
11/30~12/6［休］無し［内容］武蔵野美術大学出身作家
による小品
f.e.i art gallery ☎325-0081 B-⑤
蔵書票展－Exlibris－2021
11/4~11/19［休］土・日曜祝　［内容］本の見返し部分
に貼り、その本の持ち主を明らかにするための小紙片で
ある蔵書票。本を読む楽しみや書籍の再発見につながる
展示。星野歩、北嶋勇佑、宮嶋結香、武田あずみ、林明日美、
鈴木英里子
清水健太郎 展
11/24~12/7［休］土・日曜祝［内容］旧約聖書の創世記
に登場する「バベルの塔」をテーマに制作。希望と悲しみ
を背負いながらも、理想の塔をめざして懸命に歩み続け
る人々の姿を描く
FEI ART MUSEUM YOKOHAMA 
 ☎411-5031 B-⑥
第53回白日会神奈川支部展
11/9~11/14 ［休］無し［内容］油彩、水彩を中心に写実
表現の可能性を追求する神奈川支部の研鑽の成果
アトリエ21 100枚のクロッキー展2021
11/16~11/28［休］月曜［内容］上田耕造、岡田髙弘、広
田稔、佐藤陽也、白田彩乃、永山裕子
ブラフ18番館 ☎662-6318 A-56
トールペイント、アロマストーン作品の展示
11/13~11/16［休］無し［内容］生徒、講師の作品を多
数展示
フォトサークル横浜山手 第七回 写真展
11/19~11/24［休］無し［内容］毎年秋に山手で開催し
ている年1回の写真展

な行
爾麗美術 ☎222-4018 A-47
黒騎士展Ⅱ
10/30~11/7［休］無し［内容］星野鐵之（1939-2018）、安
斎アヤ子、杉村倉太、鈴木正道、能登茂行、又村統、山本治美
2021 三人展 〈市立南高美術部OB〉
11/13~11/23［休］水曜［内容］阿部照夫、米山厚子、能
登茂行
爾麗美術展〈女性作家〉
11/27~12/26［休］水曜［内容］爾麗美術所蔵の女性作家
の作品展。許麗華、渡部香、大谷久美子、弓良麻由子、鈴木
淑子、鈴木爾麻、依田千佳子、依田梓、山本治美、横山和江

山下孝治 日本画展
11/25~12/1［休］無し［内容］郷里の熊本で「可愛らし
い」の意味の「むぞらしか」をテーマに宮沢賢治の世界を
取り入れた人物作品等を描いた、優しさと温かな心を感
じられる作品展

ギャラリーダダ ☎461-1533 B-②
あゆみ会 絵画展
10/27~11/2［休］無し
島絢子 草木染め作品展
10/27~11/2［休］無し
勝美代子とアトリエマルシェの仲間達展
11/3~11/9［休］無し［内容］押し花、レカンフラワー、グ
ラスアートの展示販売。手作りのカード、マスクケース等
上野ゆかり 水彩画展
11/3~11/9［休］無し
長谷川博之 水彩画展
11/10~11/16［休］無し　
稲庭紘子 水彩画展
11/10~11/16［休］無し［内容］80才を人生の節目と
して日頃楽しんでいる水彩を展示
高橋雅美・高橋良幸 水彩画展
11/17~11/23［休］無し［内容］3回目の二人展
伊藤梢ファンタジーフラワー作品展
11/17~11/23［休］無し［内容］押し花、プリザーブド
フラワー、ハーバリウム等
加藤みほ 水彩画展
11/24~11/30［休］無し
秋山典彦 水彩画展
11/24~11/30［休］無し
ギャラリーぴお B1 ☎681-5122 A-㉙
第17回 自由スケッチ会展
11/4~11/9［休］無し［内容］横浜等県内でのスケッチ
会を通じて描いた水彩、油彩約60点
小澤淳 個展
11/11~11/16［休］無し［内容］水彩による国内外の風
景画。0号から20号、約50点
水彩画教室 第14回パレット会展
11/18~11/23［休］無し［内容］スケッチ教室とフラ
ワー教室（透明水彩画）の合同展覧会
新倉秋夫・鈴木知子 100枚の水彩画展
11/25~11/30［休］無し［内容］風景、人物、静物を大作
80号から小品、二人で100点を展示した二つの個展
gallery fu ☎070-6429-8597 A-㉛
坂間真実「ビデオ・レター」
10/27~11/7［休］月曜［内容］コラージュを用いたイン
スタレーション
小川淳写真展「ALIVE」
11/11~11/21［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
GALERIE PARIS ☎664-3917 A-35
坂下昿吉『金澤湊平成詞絵』
10/26~11/6［休］日曜［内容］坂下昿吉の遺した作品の
中から、横浜市金沢区の「むかしばなし」を巡る散策を起
点とした、生前最後のシリーズ『金澤湊平成詞絵』（2014
年）を20点あまり展示

シルク博物館 ☎641-0841 A-42
第26回 全国染織作品展
10/23~11/28［休］月曜（祝日の場合は翌日）［内容］絹
を用いた染織作品を広く全国から募集し、厳正な審査の
うえ入選作品を一堂に展観

鈴木さおり
11/16~11/21［休］無し［内容］平面、水彩
久保田英津子
11/23~11/28［休］無し［内容］版画
ゴールデンギャラリー ☎201-7118 A-37
第27回 琴師会 書と刻字展
10/28~11/1［休］無し
第19回大日本書芸院横浜地区連合書道展
11/13~11/15［休］無し
第41回（公社）日本総合書芸院選抜展
11/19~11/23［休］無し［内容］書道。ギャラリー守玄
齋と同時開催
第38回産経神奈川百選展
11/25~11/30［休］無し［内容］書道。ギャラリー守玄
齋と同時開催

長谷川淑子 七宝展
11/15~11/20［休］無し
市松人形 朋
11/23~12/2［休］無し　
ギャラリー Lei OHANA ☎941-6169 C-⑭
おくやま いくこ 紙アートの世界 20th Anniversary
10/29~11/3［休］火曜［内容］制作活動20周年記念。
紙で表現する小さな世界の作品展&販売
冬が来る前にあたたかな木版画展 Vol.Ⅶ　
11/5~11/8［休］無し［内容］衣川史、清藤千枝子、岡田
紀子、洋子、美幸。木版、パステル
ぎゃるりじん＆Chiyo’s ☎681-5900 A-36
倉田るみ
11/2~11/7［休］無し［内容］版画
スコーピオンズ
11/9~11/14［休］無し［内容］平面

さ行

鶴見画廊 ☎584-7208 C-㉑
メキシコ日本現代版画交流展2021
11/4~11/13［休］火曜［内容］日本の版画作家16人と
メキシコ版画作家17人の交流展
7人展
11/24~11/30［休］無し［内容］7人の作家によるグルー
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
仙北谷和子 銅版画展
10/28~11/3［休］無し［内容］花、小動物等をメゾチン
ト技法の銅版画で描く作家
第16回 宏二郎 絵画展
11/4~11/10［休］無し［内容］蠟燭、波、森、川等を綺麗
な色彩と奥行きのある画面で描く
女流画家協会小品展
11/11~11/17［休］無し［内容］昭和22年から続く女
流画家の地位向上と新人の登竜門を旗印に結成された、
女性グループによる展示会
佐藤潤 絵画展
11/18~11/24［休］無し［内容］動物にまつわる風習や
吉祥等を作品の要素として取り入れた動物画

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2021~2022」に対応しています。

Art Araq Asia Gallery（AAA Gallery）
 ☎664-3907 A-①
ゆるっと。展3
10/30~11/12［休］月・火曜［内容］グループ展
令和 慶祝カラー展Ⅲ
10/30~11/12［休］月・火曜［内容］グループ展
ファッション展~AAA Collection 2021 秋・冬~
10/30~11/12［休］月・火曜［内容］グループ展
art gallery OWL ☎090-1628-0457 A-②
黒猫モモ展「茶飯事？」
11/20~11/28［休］無し［内容］京の伝統工芸である型
紙彫刻を習得した黒猫モモが、日常茶飯事の風景でも少
し見方を変えると違う世界に見えることを切り絵で表現

みつい画廊 ☎261-3321（ハヤカワ画材店） A-60
びいどろ会展
11/1~11/7［休］無し［内容］油彩、水彩、書、写真等
岸弘明個展
11/22~11/28［休］無し［内容］油彩等
みなとみらいギャラリー ☎682-2010 A-61
千葉章 油絵展
10/26~11/1［休］無し
彩友会展
10/27~11/1［休］無し［内容］油彩、水彩
香樹会 かな書展
11/5~11/7［休］無し
第21回「日本ペン彩画会展」
11/9~11/15［休］無し
牧彩会 第3回作品展
11/9~11/15［休］無し［内容］水彩、日本画
サロンデザール絵画教室展2021
11/10~11/15［休］無し［内容］水彩、パステル、油彩
キルトリーダーズ神奈川 第10回作品展
11/18~11/21［休］無し［内容］パッチワークキルト
KIKUNAアトリエ絵画造形教室 群青展
11/23~11/29［休］無し［内容］子供から大人までの絵
画、造形作品

や行
山手234番館 ☎625-9393 A-62
CollageArt きりがみ絵
10/28~11/2［休］無し
第143回横浜バラ展
11/5~11/8［休］無し［内容］横浜ばら会の会員が育て
たバラの展示
虹彩会水彩画展
11/11~11/16［休］無し
「1985年の横浜山手」写真展
11/18~11/23［休］無し［内容］パネル展示。撮影=増
田彰久氏
IPP写真研究会・第16回 愉しい写真展
11/26~11/29［休］無し［内容］日本包装管理士会（IPP）
の写真展

山手111番館 ☎623-2957 A-63
人形着物作品展
10/29~11/1［休］無し
グループ写真展「多彩」
11/19~11/23［休］無し
山の上ギャラリー ☎852-8855 C-㉖
川村忠晴 あかり展
10/17~11/10［休］月曜［内容］植物等自然な素材を使
い光を効果的に組み合わせたオリジナルな灯り
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
横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場
 ☎771-1212 C-㉙
Photo WaveⅡ 合同個展 3+1人展
11/24~11/30［休］無し［内容］会員4名による合同個展
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ 
 ☎866-2501 C-38
第42回フォトクラブ悠友・第19回ほのぼのカメラ会合
同写真展
10/26~11/1［休］無し［内容］出展者が日頃から研鑽し
た技術を駆使した個性豊かな作品の写真展
レインボー・しゃらく合同写真展
11/2~11/8［休］無し［内容］両サークルの会員それぞ
れが思いを込めて撮影した写真
戸塚写想・写真展2021
11/16~11/21［休］無し［内容］メンバーによる写真。
ネイチャー、乗り物
サンフォーカス'94 第25回写真展
11/16~11/22［休］無し［内容］ひとり一人、思いを込
めた作品38点
第29回水彩画  梢展
11/24~11/29［休］無し［内容］絵画をこよなく愛する
仲間たちの個性豊かな作品、約60点
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 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・常木理早（つねぎりさ）を紹介
Gallery in the Lobby アジアのカメラ
10/27~11/14［休］無し［内容］横浜市所蔵カメラ・写真
コレクションの中から、アジアで製造されたカメラを紹介
青葉合同絵画展
11/3~11/8［休］無し ［内容］青葉区近在で活動する絵
画団体による合同展。水彩、油彩、植物、風景、人物。約
400点
第7回 彩彩展
11/9~11/15［休］無し ［内容］水彩、油彩、ミクストメ
ディアで自己表現。約120点
青葉フォト研究会 第2回写真展
11/9~11/15［休］無し ［内容］会員7名の研鑽成果を
発表。約45点
キルトハウス ローズガーデン&キルトTAHAM合同作
品展
11/10~11/14［休］無し ［内容］季節の小物やバッグ、
ポーチ等多数展示。約100点
第54回 公募竹青社書展
11/24~11/29［休］無し ［内容］一般部、教育部の公募
による作品と、役員の作品を展示。約200点
横浜市吉野町市民プラザ ☎243-9261 C-42
秋の山草展
11/6~11/7［休］無し ［内容］会員による、丹精を込め
て育てた作品
第41回フォト亀楽写真展
11/9~11/15［休］無し ［内容］横浜市老人趣味の教室
「南寿荘写真教室」講座を修了したOBの集まり。今年で
41回目
横浜市歴史博物館 ☎912-7777 C-43
企画展「横浜の大名 米倉家の幕末・明治 -『日記』が伝え
る武州金沢藩、激動の4年-」
10/2~11/23［休］月曜（祝日振替休日の場合は翌日）［内
容］廃藩置県から150年となる今年、武州金沢藩の幕末
から廃藩置県までの動向を、「日記」をもとに領地の村々
の資料も交えて紹介
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神奈川近代文学館 ☎622-6666 A-⑮
樋口一葉展-わが詩は人のいのちとなりぬべき
10/2~11/28［休］月曜（祝日は開館）［内容］明治半ば、
肺結核のためにわずか24歳6ヵ月の短い生涯を閉じた樋
口一葉（1872~1896）。貴重な資料の数々を展示すると
ともに、時代の空気、作品の背景等をひもとき、その普遍
的な魅力を伝える
神奈川県立歴史博物館 ☎201-0926 A-⑱
特別展「開基500年記念 早雲寺－戦国大名北条氏の遺産
と系譜－」
10/16~12/5［休］毎週月曜（国民の祝日・休日の場合
は開館） 、事前予約制［内容］早雲寺の開基500周年を記
念して、寺宝を中心に、ゆかりの寺社や北条氏一族が今日
まで大切に伝えてきた数々の宝物を一挙に公開
kaneko art gallery ☎515-9420 C-⑥
アドリアン・リース展
「from Soil,from Fire and from the Heart」
10/22~11/22［休］木曜（火水は予約制）［内容］オラン
ダ出身の現代アーティスト、アドリアン・リースの展覧会
を開催。どこかユーモアも感じられるような陶による作
品群。今回は2000年代の作品、および2010年代の作品
からセレクトした作品を展示
カフェ・ギャラリーリンデン ☎532-5288 C-⑦
寺内直美個展
11/3~11/14［休］月・火曜［内容］日本の古布の個性を使
う不思議な世界、触って感じるオブジェや鞠クッション等
小林大介個展
11/17~11/28［休］11/22、24［内容］今年も日象展で
マツダ賞を受賞。個性光るイラスト画展示
Gallery ARK ☎681-6520 A-㉒
山本有彩展
10/28~11/6［休］日曜
アウラ展
11/11~11/20［休］日曜
アルマ展
11/25~12/4［休］日曜
ギャラリーKAN ☎641-4751 A-㉔
甦える古布「田中みち子展」
11/2~11/6［休］無し［内容］ドロ大島の着物の布で洋
服、バックと小物50点
布あそび「着物リメイク展」
11/16~11/21［休］無し［内容］着物をリメイクした洋
服。手作りする人7人集合、約150点
ギャラリー伽羅 ☎842-1428 C-⑫
手作りきゃらSHOP
11/2~11/30［休］日・月曜祝［内容］すべて手作りの品。
手編みの帽子、手首ウオーマー、通帳ポーチ等
ギャラリー守玄齋 ☎201-7118 A-㉖
第41回（公社）日本総合書芸院選抜展
11/19~11/23［休］無し［内容］書道。ゴールデンギャ
ラリーと同時開催
第38回産経神奈川百選展
11/25~11/30［休］無し［内容］書道。ゴールデンギャ
ラリーと同時開催

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462回企画展 太平洋美術会版
画部 版画展
11/3~11/14［休］月曜（祝祭日の場合は翌日） 
岩崎ミュージアム第463回企画展 齋藤眞紀展－雨の晴
れ間に－
11/17~11/28［休］月曜（祝祭日の場合は翌日） 
エリスマン邸 ☎211-1101 A-⑫
「二人の写真家が見た神奈川」
11/1~11/6［休］無し［内容］野生動物、風景、スナップ
の写真展
パッチワーク・キルト展「布三昧」
11/22~11/27［休］無し
大佛次郎記念館 ☎622-5002 A-⑭
テーマ展示「パリ燃ゆ―名もなき者たちの声」
9/11~12/25［休］月曜（祝日の場合は翌平日）［内容］
パリ・コミューン成立から150年目の本年。当時の社会
的評価ではなく、"事実"にこだわった『パリ燃ゆ』の文章
と、150年前の様子を今に伝える鮮やかな資料から、パリ
を生きた、名もなき民衆の声を浮かび上がらせる

Art Gallery 山手 ☎628-0267 A-④
毛利元郎 絵画展 ~イタリア・遥かなる場所~
10/30~11/7［休］無し

第8回 小さな世界展・－CDケースを使って－
11/19~11/28［休］無し［内容］20名の作家によるCD
ケースを額に見立てた絵画工芸の展示
art Truth ☎263-8663 A-⑥
版画グループ展
10/27~11/1［休］無し［内容］内木場映子、小山ゆうこ、
坪井富佐乃、長谷川美菜
ささきりえ個展
11/3~11/8［休］無し［内容］彫金
柴山明子個展
11/11~11/18［休］無し［内容］墨や顔彩を用いた絵画展
こばやし鷺游個展
11/20~11/25［休］無し［内容］書道
アソビル https://asobuild.com/ NEW
びじゅチューン! EXPO~ときめき立体ミュージアム~
8/27~11/29［休］11/9［内容］世界の「びじゅつ」を歌
とアニメで紹介するNHK Eテレの人気番組『びじゅチュー
ン! 』。2013年の放送開始から、これまでに100を超える
作品が紹介。史上最大規模となる今展では、大型立体模型
や豊富な映像・音響設備を駆使して、井上涼さんの作品世
界を体験できる展覧会を開催
ATELIER K・ART SPACE ☎651-9037 A-⑧
コリーン櫻井-UNERI-
11/6~11/20［休］月曜［内容］ミクストメディアの作品
20点。半立体
笹井祐子展－jardin-mis memorias 庭－私の記憶
11/27~12/11［休］月曜［内容］版画、ドローイング、イ
ンスタレーション等20点
1010美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑨
清野耕一 個展
11/6~11/21［休］水曜［内容］半立体、ミクストメディ
ア、インスタレーション
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佐藤潤/「虎の子」/SM

坂下昿吉/「富岡」/F30

毛利元郎/「アッシージのサラミ屋」/油彩


