
横浜には130あまりの画廊、展示施設があるのをご存じですか?
街角にたたずむ個性的な画廊をハマの風に吹かれながら

散歩するって素敵じゃありませんか。
「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11月15日現在のものです）

斎藤義重《ボウパンA・白》1971年／合成樹脂、アルミ板／ 72.7×60.6㎝

●本作品は
「横浜市民ギャラリー 2022 モノクローム－版画と写真を中心に」
（2022年2月25日～ 3月13日、横浜市民ギャラリー展示室1、B1）
 に出品されます。 
※ホームページで作品解説をご覧いただけます。
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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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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!



は行

ま行

万国橋ギャラリー ☎080-3388-2799 A-52
2022 新春パステル展
1/11～1/17［休］無し［内容］現代パステル協会〈東
京都美術館公募展〉の委員の先生方による小品展

f.e.i art gallery ☎325-0081 B-⑤
ことほぎ展－癒しの時－
1/11～1/28［休］土・日曜祝［内容］日本の伝統・文
化を現代に生かした作品展示。「吊るし飾り」を中心
に開催。参加作家:和工房包結　森田江里子、寺島 
綾子、矢島佳津美、菊谷恭子

ゴールデンギャラリー ☎201-7118 A-37
第57回 群象書人展
1/8～1/13［休］無し［内容］ギャラリー守玄齋と同
時開催

第49回 新芸書道展
1/15～1/20［休］無し［内容］ギャラリー守玄齋と
同時開催

障害者スポーツ文化センター横浜ラポール
 ☎475-2001 C-⑲
横浜ラポール芸術市場 ラポール美術展
1/22～1/29［休］無し［内容］今年で28回目を迎え
る、障害のある方の日頃の美術活動の成果を披露す
る展覧会。心あふれる書、美しい絵画や写真、個性豊
かな立体造形等

さ行

鶴見画廊 ☎584-7208 C-㉑
四季折々 品川成明個展　
1/12～1/22［休］無し［内容］四季折々の草花や風
景を描いた日本画展

東急百貨店たまプラーザ店 4階アートサロン
 ☎903-2441 C-㉓
ニューイヤーセール展
1/2～1/5［休］無し［内容］新しい1年を彩る作品約
100点をご奉仕価格にて展示販売

第7回 渺渺展
1/6～1/12［休］無し［内容］現代に活躍している日
本画家グループとして設立された渺渺展。個性の光
る作品を展示販売

有馬和彦 洋画展
1/13～1/19［休］無し［内容］古い街並、公園、地中
海の風景等ヨーロッパ各地を描いた20余点を展覧

八木天水 桜花展
1/20～1/26［休］無し［内容］着彩和紙を素材とす
る「ちぎり絵」で桜を主体に富士、古都風景、爛漫た
る名城等を描く

棟方志功と民芸作家展
1/27～2/2［休］無し［内容］世界的な木版画家、棟
方志功の作品と河井寛次郎、濱田庄司などの陶芸作
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2021~2022」に対応しています。

Art Araq Asia Gallery（AAA Gallery）
 ☎664-3907 A-①
夜展Ⅱ
1/8～1/21［休］月・火曜［内容］グループ展

Grey展Ⅱ
1/8～1/21［休］月・火曜［内容］グループ展

神業展Ⅵ
1/8～1/21［休］月・火曜［内容］グループ展

BLUE展Ⅶ
1/8～1/21［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
1/22～2/4［休］月・火曜［内容］グループ展

あにまるわーるど!動物展～part6～
1/22～2/4［休］月・火曜［内容］グループ展

けもみみ展Ⅳ
1/22～2/4［休］月・火曜［内容］グループ展

角展～アタシのツノ～Ⅳ
1/22～2/4［休］月・火曜［内容］グループ展

まじょ展3
1/22～2/4［休］月・火曜［内容］グループ展

art gallery OWL ☎090-1628-0457 A-②
不思議ななかま展
1/24～1/30［休］無し［内容］絵画、ミクストメディ
ア、写真等。ジャンルの異なる仲間が、不思議な空間
を表現

art Truth ☎263-8663 A-⑥
Seed Stories 21_22
12/22～1/9［休］12/27～1/3［内容］22名の作家
によるA4サイズの版画を中心とした展覧会

Black&White 鉛筆画展
1/12～1/19［休］無し［内容］4名の作家による鉛
筆画作品

渡辺洋子個展
1/22～1/29［休］無し［内容］油彩の半抽象画作品展

ATELIER K・ART SPACE ☎651-9037 A-⑧
中村ミナト展－中村ミナトのジュエリーと彫刻
1/15～1/30［休］月曜［内容］アルミニュウムのジュ
エリーをメインに60点と彫刻5点

ショーケースギャラリー シリーズ 陶の表現 後藤有
美展
1/8～3/20［休］第4月曜［内容］陶芸の練込技法を
取り入れ造形する新進作家・後藤有美の作品を紹介

第64回「明日への手」美術展 神奈川展（前期・後期）
【前期】1/8、1/9【後期】1/15、1/16［休］無し［内容］
幼児から大人までの会員の絵画等を発表。 約1200
点。※在籍生徒のみ入場可

アトリエ・ヨシイエ 作品展
1/18～1/23［休］無し［内容］ホームスパンと陶芸
の姉妹教室展。約300点

泉会・色鉛筆画作品展
1/18～1/23［休］無し［内容］小林泉色鉛筆画教室
の会員による合同作品展。約60点

横浜あおば 玉田ガラス工房展
1/20～1/23［休］無し［内容］色鮮やかな吹きガラ
ス作品による饗宴。約200点

みつい画廊 ☎261-3321（ハヤカワ画材店） A-60
グループ88展
1/8～1/16［休］無し［内容］立体、油彩、水彩等

干支の絵&凧展
1/17～1/23［休］無し［内容］凧に絵を描いた作品等

藤尾正明 水彩画展
1/24～1/30［休］無し［内容］水彩、風景等

みなとみらいギャラリー ☎682-2010 A-61
The World in Yokohama
1/6～1/10［休］無し［内容］ポートレイト写真

富士写撮会 写真展 34
1/11～1/17［休］無し［内容］富士山の写真

日本の歳時記 日本のこころ 暮らしの中の年中行事
1/12～1/16［休］無し［内容］着物による日本の歳
時記を表現した作品

第3回 Myクリエイティブ・ドール展
1/19～1/23［休］無し［内容］創作人形の公募展

青門会書道展
1/26～1/31［休］無し

みらい美術館 ☎222-8696 NEW
みらい美術館「エミール・ガレとライバル」展
10/29～2/27［休］月曜～木曜、12/31～1/2［内容］
アール・ヌーボー、アール・デコ期に活躍したガレ
とそのライバルたちの作品約50点を展示

玉川大学メディア・デザイン展示プロジェクト
「それぞれの小宇宙」
1/25～1/30［休］無し［内容］玉川大学メディア・
デザイン学科学生によるインターンシップ企画の展
覧会6件を実施。学生たちのアイディアを展覧

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA 
 ☎411-5031 B-⑥
新春まんぷく!お年賀展2022
1/7～1/21［休］月曜［内容］毎年恒例の新春グルー
プ展。新年にちなんだ年賀状サイズの作品と、作家
が通常制作する作品を展示。伊藤ミナ子、磯﨑菜那、
大河千里、甲斐千香子、片野莉乃、川上椰乃子、五月
女佳織、菅野春佳、瀬戸貴子、高田麻起子、田村幸帆、
ドル萌々子、中條亜耶、能登真理亜、星温美、星カオ
ル、深作秀春、増山明恵、松田環、松野佳奈、桃山朋々、
横地光、吉永蛍、梁玉恬

や行
山手234番館 ☎625-9393 A-62
陶芸月曜会 第8回作品展
1/21～1/25［休］無し［内容］陶芸作品展

横浜赤レンガ倉庫1号館 ☎211-1515 A-64
40周年記念 ピングー展
12/24～1/10［休］1/1［内容］スイスの映像作家
オットマー・グットマンによって誕生したストップ
モーション・アニメーション「ピングー」。1980年
に原型となるテストフィルムが制作されてから40
周年となる記念展

第21回 福知山市 佐藤太清賞公募美術展
1/21～1/24［休］無し［内容］故佐藤太清の功績を
讃え、その志を受け継ぐため、21世紀の芸術文化を
担う人材の育成を目的として、高校生、大学生を中
心に全国から絵画作品を募る一般公募の受賞作品巡
回展

横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ 
 ☎866-2501 C-38
わたな会書道教室「いまの私の精一杯」展
1/6～1/10［休］無し［内容］小学生から大人まで、
漢字、かなを大きな紙に精一杯書いた作品を展示

第6回 四季彩の会・絵画展
1/12～1/17［休］無し［内容］横浜市及び周辺の風
景画を中心に描いた水彩画約120点の展覧会

魔女とその仲間たち展
1/18～1/24［休］無し［内容］アトリエ主宰者の魔
女と生徒たちの楽しい展覧会。魔女の仲間たちの個
性あふれる絵を展示

上矢部高等学校 美術科 卒業制作展
1/27～1/31［休］無し［内容］上矢部高等学校美術
科卒業制作展。平面、立体、映像作品の展示

横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 C-40
Fellow Art Gallery vol.44 小松和子展
10/27～1/23［休］第4月曜、1/29～1/3［内容］絵
画制作のみならず、詩や物語の創作など様々な表現
活動に取り組む小松和子による絵画を紹介

Fellow Art Gallery vol.45 武田佳子展
1/26～4/24［休］第4月曜［内容］武田佳子による
絵画を紹介

あざみ野フォト・アニュアル 中井菜央 雪の刻（とき）
1/29～2/27［休］無し［内容］現代の写真表現を紹
介するシリーズ展

あざみ野フォト・アニュアル 横浜市所蔵カメラ・写
真コレクション
1/29～2/27［休］無し［内容］カメラの歴史をテー
マに収蔵品のカメラ、写真、関連資料を展示

横浜市吉野町市民プラザ ☎243-9261 C-42
第66回 夢育会書道展
1/12～1/17［休］無し［内容］会員及び公募による
一般部、学生部での書道発表展。漢字、かな等による
屏風仕立て作品や墨象、木彫による作品。本会手作
りのパネル仕立ての半紙判作品（高校生まで）

横浜市歴史博物館 ☎912-7777 C-43
【同時開催】令和3年度横浜市指定・登録文化財展/
浄土の庭-称名寺境内国史跡指定100年-
12/4～1/10［休］月曜（祝日振替休日の場合は翌
日）、12/27～1/4［内容］令和3年度に指定された
文化財の速報展示と、同時開催する「浄土の庭-称名
寺境内国史跡指定100年-」展にちなみ、平成8年度
に横浜市指定文化財として指定された平安時代の浄
土信仰と関係の深い紺紙金字法華経（こんしきんじ
ほけきょう）を展示

横浜髙島屋美術画廊 ☎311-5111 B-⑨
頌春展
12/29～1/4［休］1/1［内容］絵画、工芸

河嶋淳司展
1/5～1/11［休］無し［内容］日本画

渡辺国夫展
1/5～1/11［休］無し［内容］陶芸

山内滋夫展
1/12～1/18［休］無し［内容］洋画

備前 豊福 博展
1/12～1/18［休］無し［内容］陶芸

松島 純展
1/19～1/25［休］無し［内容］洋画

神田正之 ガラス展
1/19～1/25［休］無し

山岸大成展
1/26～2/1［休］無し［内容］陶芸

伊藤みさと展
1/26～2/1［休］無し［内容］日本画

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、12/29～1/3［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

横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A-70
第10回イチイチ展（美術展）
1/13～1/18［休］無し［内容］主催=イチイチ会

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］人形は、
「きれい」で「かわいい」けれど、「こわい」ところもあ
るモチーフ。人形を様々に描いた岩田榮吉と関係す
る作家の作品に、その後ろに描かれたものを探る

あ行

Gallery ARK ☎681-6520 A-㉒
新春お年玉企画展
1/13～1/22［休］日曜

コロニス展
1/27～2/5［休］日曜

ギャラリー伽羅 ☎842-1428 C-⑫
手作りきゃらSHOP
1/11～1/29［休］日・月曜祝［内容］着物リフォー
ム服、バック、裂き織チュニック、マフラー、手首
ウォーマー、手編みや和生地の帽子、干支のとらな
ど全て手作りの作品多数

ギャラリー守玄齋 ☎201-7118 A-㉖
第57回 群象書人展
1/8～1/13［休］無し［内容］ゴールデンギャラリー
と同時開催

第49回 新芸書道展
1/15～1/20［休］無し［内容］ゴールデンギャラリー
と同時開催

gallery fu ☎070-6429-8597 A-㉛
グループ写真展｜－ヨコハマノウタ－シーズン3
1/18～1/30［休］月曜［内容］ヨコハマを題材とし
た楽曲をイメージさせる、様々なジャンルの写真展
（第3回目）。今年は、作品を「photoHACO」という
箱型に仕立て展示。企画協力=写真家:鈴木知子

ギャラリーミロ ☎251-5229 A-32
二紀会神奈川支部員による2022小品展
1/10～1/16［休］無し［内容］油彩、水彩、彫刻

百葉展
1/17～1/23［休］無し［内容］日本画家交流展

白南風の会展
1/24～1/30［休］無し［内容］油彩、アクリル、水彩、
版画等。8名によるグループ展

ぎゃるりじん＆Chiyo’s ☎681-5900 A-36
元幼会新春展
1/18～1/24［休］無し［内容］平面、水彩

馬の博物館（根岸競馬記念公苑） ☎662-7581 C-③
テーマ展「武者絵の世界－人も馬も大あばれ－」
11/27～2/13［休］月・火曜（祝祭日の場合は翌日）、
12/26～1/4［内容］源平合戦や戦国時代において
活躍した武士や馬のエピソード、『三国志』に登場す
る豪傑らを描いた浮世絵版画を中心に展示し、画面
を縦横無尽にあばれ回る人と馬の雄姿を紹介

テーマ展「ゆめかわ?ちょいこわ?ユニコーンとペ
ガサス」
11/27～2/13［休］月・火曜（祝祭日の場合は翌日）、
12/26～1/4［内容］馬に似た想像上のいきものと
して知られるユニコーンとペガサスを比べながら、
そこに込められた意味をさぐる展覧会

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465回企画展 三塩佳晴展
12/15～1/10［休］月曜（祝祭日の場合は翌日）、
12/25～1/4［内容］版画家としての今までの仕事
を俯瞰する展示

岩崎ミュージアム第466回企画展 第6回「版と表
現展」 2022「次世代による小口木版画の世界」
Think of continuing generations of WOOD 
ENGRAVING
1/13～1/30［休］月曜（祝祭日の場合は翌日）

か行

「そんな中華街」/写真家:鈴木知子（2021年出品作品）

「エミール・ガレとライバル」展

奥村土牛/富士/リトグラフ

甲斐千香子

1603-mnn-3

《みどりの部屋》/2003年


