
「横浜画廊散歩」は、情報をいただいた市内の画廊・美術施設の展覧会スケジュール
を毎月ご案内する情報紙です。当館発行の「アートヨコハマ」「ヨコハマ・ギャラリー・
マップ2021~2022」と併せてご活用ください。

 （掲載されている展覧会情報は2022年1月15日現在のものです）

海老原暎《ベンチシリーズ 5》1975年／リトグラフ／ 63.6×81.3cm

●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）
 に出品予定です。
※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展覧会情報 ☎315-2828

横浜市民ギャラリーコレクション展2022 
モノクローム̶版画と写真を中心に
2/25～3/13 ［1F/B1F］
［主催］横浜市民ギャラリー
［内容］収蔵作品の中からモノクローム一単色で表

された版画と写真作品を中心に展覧し、抑制
された色彩が生む表現の多様さや豊かさを
紹介

オリンパスズイコークラブ湘南支部写真展
3/2～3/7 ［3FB］
［主催］オリンパスズイコークラブ湘南支部
［内容］支部会員の写真展。約100点。自由作品と課

題作品1点
第33回 JIA神奈川建築WEEK かながわ建築祭2022
3/4～3/6 ［2F］
［主催］（公社）日本建築家協会関東甲信越支部 神奈

川地域会
［内容］JIA会員による建築作品及び県内大学等の卒

業設計作品の展示

第54回 主体美術神奈川作家展
3/8～3/14 ［3F］
［主催］主体美術協会 神奈川
［内容］F100号程度の大作、油彩を中心とした平面

作品、約50点
横浜市民ギャラリー U35若手芸術家支援事業
谷保玲奈個展「まだ見えない世界」
3/15～3/20 ［B1F］
［主催］谷保玲奈［共催］横浜市民ギャラリー
［内容］谷保玲奈の作品10点程。映像作品の公開も含む

第69回 書作展
3/23～3/27 ［全館］
［主催］横浜書作協会
［内容］漢字、かな、詩文書、篆刻、刻字を網羅した書

の公募展
第10回 横浜開港アンデパンダン展
3/29～4/4 ［全館］
［主催］横浜開港アンデパンダン展実行委員会
［内容］今回は10回を数えるアニバーサリー展で独

自企画も開催

ギャラリーめぐり
春一番が吹きわたり、いよいよ春も本番。
横浜で画廊散歩はいかがですが。

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!



な行

ま行

ニュースパーク（日本新聞博物館） ☎661-2040 A-46
企画展「2021年報道写真展」
1/8～4/17［休］月曜（祝日振替休日の場合は翌日）
［内容］東京写真記者協会に加盟する新聞、通信、放
送（NHK）36社の記者が、2021年に撮影した報道
写真の中から、幅広いジャンルの決定的瞬間を捉え
た約300点を展示
爾麗美術 ☎222-4018 A-47
PHOTO NIREI〈太陽の軌跡〉紀義久写真展
3/5～3/21［休］水曜［内容］「太陽の三無私」写真
15点

柵瀬茉莉子 個展
3/23～4/2［休］月曜
ぎゃるりじん＆Chiyo’s ☎681-5900 A-36
三友周太
3/8～3/20［休］月曜［内容］インスタレーション
堀井
3/22～3/27［休］無し［内容］書道、その他
ゴールデンギャラリー ☎201-7118 A-37
第59回 虹友書道展
3/30～4/3［休］無し　

は行
万国橋ギャラリー ☎080-3388-2799 A-52
小山健司個展
3/18～3/21［休］無し［内容］水彩 約30点
f.e.i art gallery ☎325-0081 B-⑤
深作秀春展
2/7～3/4［休］土・日曜祝［内容］眼科外科医として
活躍しながら、芸術家としても創作活動を展開する
作家の独自の世界
TOMI'S BOX ～我が家はアート空間～
3/14～4/1［休］土・日曜祝［内容］抽象作品や創作家
具をつくる富丘誠と、自然な心地の良い作品を作る
富丘珠子。ご夫妻による暮らしをテーマにした展示
FEI ART MUSEUM YOKOHAMA 
 ☎411-5031 B-⑥
多摩美術大学助手展2022
3/3～3/17［休］月曜［内容］作家としても活動する
大学助手。多彩な専門領域からの作品を展示。石井
慎一郎、岡本絢子、監物佳南枝、桑原仁太、西村卓、
浜田卓之、毛利晴樹、三木悠尚、鷲尾恵一
YOKOHAMA SHODO ART Fair
3/22～4/3［休］月曜［内容］従来の書表現にとらわ
れない、斬新な切り口で書に向き合う作家が横浜に
再び集結
ブラフ18番館 ☎662-6318 A-56
横浜いずみ陶芸学院 第33期生卒業制作展
3/18～3/22［休］無し
近代建築を超えて～海外建築視察回顧展
3/23～3/28［休］無し［内容］欧州アジア近現代建
築考。豊富な写真で紹介

ギャラリーKAN ☎641-4751 A-㉔
江戸ちりめんの押し絵展
3/2～3/7［休］無し［内容］羽子板、くま手、お雛様、
額に入った作品、江戸末期から明治初期のちりめん
を使用。40点
甦える古布「田中みち子展」
3/16～3/20［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
ギャラリー伽羅 ☎842-1428 C-⑫
手作りきゃらSHOP
3/1～3/31［休］日・月曜［内容］着物リフォーム服、
帯地バック、買物袋、小物入れ、布ぞうり、マスコッ
ト、着物地はぎれ等々。すべて手作り作品多数
ギャラリー守玄齋 ☎201-7118 A-㉖
デジタル書展
3/30～4/3［休］無し［内容］伝統的な書をデジタル
で展開
ギャラリーミロ ☎251-5229 A-32
水野淑子 水彩展
3/7～3/13［休］無し［内容］透明水彩で描いた小品
から80号まで約30点を展示。5年ぶり4回目の個展
GALERIE PARIS ☎664-3917 A-35
泉 桐子（いずみ・とうこ）
「真鴨とシャベル Mallard and Shovel」
3/11～3/20［休］月曜

鶴見画廊 ☎584-7208 C-㉑
福田 勝個展
3/2～3/7［休］無し［内容］油彩
3B展
3/17～3/26［休］火曜［内容］日本画3人展。池田美
弥子、麒麟、越畑喜代美
東急百貨店たまプラーザ店 4階アートサロン
 ☎903-2441 C-㉓
カトラン・カシニョール・アイズピリ展
2/24～3/2［休］無し［内容］華麗な色彩の中に形而
上的思索を感じさせるカトラン。軽快なタッチと鮮
やかな色彩で人気のアイズピリ。女性の横顔で人気
のカシニョールの3人展
長谷川美菜 銅版画展
3/3～3/9［休］無し［内容］フランスでマニエール・
ノワール（黒の技法）と呼ばれる、17世紀に生まれ
た銅版画のメゾチント技法を用いる。主なモチーフ
は、愛しさと生命力を感じさせる動物と植物たち
動物たちの世界展
3/10～3/16［休］無し［内容］国内作家を中心に様々
な表情の動物たちを描き独自の世界を表現した作品
30余点を展示販売
阪井茂治・阪井くらら作陶展
3/17～3/23［休］無し［内容］鍋島焼の新しい世界
を目指して作陶を続ける阪井茂治と娘さんとの優美
で華麗な作品世界を紹介
バーニー・フュークス作品展
3/24～3/30［休］無し［内容］米国絵画の巨匠バー
ニー・フュークスが描いた肖像画、スポーツ、絵本、
イタリアの情景等の版画作品を展示販売

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
ペン画の世界展2022～第Ⅰ画～
2/19～3/4［休］月・火曜［内容］グループ展
食べる・食べる・食べる展 第三品目
2/19～3/4［休］月・火曜［内容］グループ展
Girl's Room 展 Ⅲ
3/5～3/18［休］月・火曜［内容］グループ展
アナログ×デジタル展～Vol.6～
3/5～3/18［休］月・火曜［内容］グループ展
スイートパステルカラー×スパイスビビットカラー展
～第7章～
3/5～3/18［休］月・火曜［内容］グループ展
オリキャラ展～うちの子見て見て!～Part.4～
【創作キャラ部門/マスコットキャラ部門】
3/19～4/1［休］月・火曜［内容］グループ展
UNKNOWN FANTASY展～第Ⅴ章～
3/19～4/1［休］月・火曜［内容］グループ展
art gallery OWL ☎090-1628-0457 A-②
いいね！
～コロナ禍の学生が学んだデザインと問題解決～
3/3～3/6［休］無し［内容］総合学園ヒューマンア
カデミー横浜校のデザインとビジネスを学んだ学生
による卒展・修了展。入学してからすぐにオンライ
ン授業だった2年生や、日々の感染予防を徹底しな
がら学び続ける1年生の成果を発表
カボ サン ルーカスの夢
3/7～3/13［休］無し［内容］旅の出逢い、記憶と夢。
幻想世界の油彩展
和のほの灯り
3/19～3/27［休］無し［内容］天然の乾燥ひょうた
んを何層にも彫る事で、残す厚みにより柄を浮き上
がらせた暖かな灯りの展示会

みつい画廊 ☎261-3321（ハヤカワ画材店） A-60
みつい画廊展（アンデパンダンプレ展）
2/28～3/6［休］無し［内容］油彩、水彩等
郷田数夫個展
3/14～3/20［休］無し［内容］油彩
Hana Maiko展
3/28～4/3［休］無し［内容］油彩 約40点（果物・花等）
みなとみらいギャラリー ☎682-2010 A-61
にっぽん-大使たちの視線2021写真展
3/2～3/7［休］無し［内容］駐日大使たちが撮影し
たにっぽんの写真
北海道芸術高等学校・横浜芸術高等専修学校
卒業・進級制作展
3/3～3/6［休］無し［内容］学生によるイラスト、立
体作品、マンガ等の作品
2022 横浜ベイアートスクール作品展
3/8～3/14［休］無し［内容］絵画
宮内達夫木版画展
3/9～3/14［休］無し［内容］木版画（21年10/6か
ら延期の展示）
郁彩会展
3/9～3/14［休］無し［内容］絵画
第27回 碧い水展
3/15～3/21［休］無し［内容］絵画
第44回 吉岡絵画教室展
3/15～3/21［休］無し［内容］油彩、水彩、クレパス画
T&M 写真展
3/15～3/21［休］無し
第2回みなとみらいでみらい展
3/23～3/28［休］無し［内容］総合美術展

や行
山手234番館 ☎625-9393 A-62
T-grace第８回写真展
3/3～3/8［休］無し［内容］風景、人物写真展
TUS Kanagawa Key Lapis展
3/10～3/15［休］無し［内容］絵画、写真等作品展
Grace（恵み）写真展
3/17～3/22［休］無し
横浜フォト轟写真展
3/24～3/29［休］無し［内容］三人三様の個性溢れ
る楽しい写真展
ナチュラルドライ・フラワーアート
3/31～4/5［休］無し［内容］シリカゲルで乾燥した
ドライフラワー展
山手111番館 ☎623-2957 A-63
みんなの作品展
3/3～3/8［休］無し［内容］趣味で作った様々な作
品の展示
横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場
 ☎771-1212 C-㉙
第20回スリー S写真展
3/16～3/22［休］無し［内容］写真展。風景が主、そ
の他 花、スナップ
横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール
 ☎511-5711 C-36
公募2022 第18回 たぶろう横浜展
3/23～3/29［休］無し［内容］横浜市周辺や全国各
地の風景画、静物画等を多数展示。中小原司良、河英
愛、富田健三他
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ 
 ☎866-2501 C-38
フォト夢とつか「みんなの写真展」
3/1～3/7［休］無し［内容］「写真部門」「フォト川柳
部門」を展示。知識、技術、感性を生かした公募展
水彩鉛筆ぬり絵  東海道五拾三次
3/9～3/14［休］無し［内容］東海道五拾三次広重の
絵を水彩画風に五十五枚とひまわりの絵の展示
夢樹ゆめこだち透明水彩画展
3/11～3/14［休］無し
第9回フレッシュ展
3/15～3/21［休］無し［内容］絵画教室で学ぶ仲間
8人の100号から小品まで約60点を展示
〈感じる心・生み出す手〉アート展
3/23～3/27［休］無し［内容］「むむてぃあ」と「め
いめい会」、戸塚区と泉区内で活動するアート教室
に集う"ものづくり"が大好きな子どもたち、個性豊
かな青年たちの、心と手から生まれたユニークな作
品を展示
TOMOの会 水彩画展
3/30～4/4［休］無し［内容］水彩約60点
横浜市緑区民文化センターみどりアートパーク 
 ☎986-2441 C-39
AAP（アアプ）2022
3/16～3/21［休］無し［内容］横浜市を拠点とする
芸術振興プロジェクト「アイフィオーリ」。一つの
テーマ展と四つの個展による、二重構成、5本立て
のアートイベントを開催
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 シリーズ 陶の表現
後藤有美展
1/8～3/20［休］無し［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
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
第62回 東京綜合写真専門学校卒業制作展・研究科展
3/3～3/7［休］無し［内容］「先鋭的であること自体
を伝統とする」横浜日吉にある東京綜合写真専門学
校の卒業制作展、及び研究科の作品展。 ストレート
な写真のみならずビデオ作品、映像インスタレー
ション等、多様な作品を展示。約400点
「水陽・明水会展」「水陽・ION会展」合同展
3/8～3/14［休］無し［内容］四季折々の風景等透明
水彩で爽やかに表現。 約300点
「水陽・青葉会展」「水陽・季彩会展」合同展
3/15～3/21［休］無し［内容］風景や静物を透明水
彩で爽やかに描いた作品。約300点

第8回 森村学園中高等部美術部展覧会
3/23～3/27［休］無し［内容］部員それぞれの作品
と共同制作を展示。約100点
アイドライゼーション・ポイント
3/24～4/3［休］月曜［内容］「アイドル」をテーマに
した現代美術展。約20点
2022年たま絵展（会場:1FA）・
2023年たま絵展（会場:2FA）
3/30～4/4［休］無し［内容］花や風景を水彩、油彩、
版画、ちぎり絵で表現
横浜市吉野町市民プラザ ☎243-9261 C-42
丘の上写真展2022
－横浜清陵高校写真部第7回校外展－
3/8～3/14［休］無し［内容］この1年間の作品はも
ちろん、「写真甲子園2021」で地元横浜橋商店街の
協力を得て制作した組写真も展示。JPS展他の公募
展入選作やOBOGの活動も紹介
横浜市歴史博物館 ☎912-7777 C-43
企画展「美術の眼、考古の眼」
1/22～3/6［休］月曜（祝日振替休日の場合は翌日）
［内容］横浜出土の考古資料をとおしてみる現代美
術という「考古の眼」。現代美術をとおしてみる考古
資料という「美術の眼」。この二つをキーワードに、
みる人の自由な発想を刺激し、何か感じる"共感"や
"違和感"を感じ取ってもらい、分野にとらわれず展
示をみることの自由を探る
横浜髙島屋美術画廊 ☎311-5111 B-⑨
佃 眞吾 木工展 2/23～3/1［休］無し
佐々木 麦展 －環kan－ 
2/23～3/1［休］無し［内容］洋画
新恵 美佐子展－墨の花－
3/2～3/7［休］無し［内容］日本画
中田博士 陶展 3/2～3/7［休］無し
YOKOHAMA GLASS MEMORIES 潮工房 小西潮展
3/9～3/14［休］無し
山本正英展－英国に風景を求めて－
3/9～3/14［休］無し［内容］洋画
田中英生展－虚実－
3/16～3/21［休］無し［内容］洋画
三好かがり展
3/16～3/21［休］無し［内容］漆芸
城南宮奉祝絵馬奉納記念-大地の鼓動に抱かれて- 
森田りえ子展
3/23～3/28［休］無し［内容］日本画
井銅心平展
3/23～3/28［休］無し［内容］陶芸（会場：工芸サロン）
長尾浩一展
3/30～4/4［休］無し［内容］洋画
清水 航展
3/30～4/4［休］無し［内容］日本画
横浜都市発展記念館 ☎663-2424 A-67
激震、鉄道を襲う!－関東大震災と横浜の交通網－
1/15～3/27［休］月曜（祝日振替休日の場合は翌日）
［内容］関東大震災時の写真を中心に、横浜の交通網、
鉄道の被災から復旧、復興に至る過程を追いかける
横浜人形の家 ☎671-9361 A-68
片岡メリヤス10周年記念展「メリヤスの人形の家」
12/11～3/13［休］月曜［内容］ぬいぐるみを中心
とした創作活動を開始して2021年で10周年とな
る片岡メリヤスが、記念展を開催。横浜人形の家が
収蔵する世界各地の民族人形等およそ100点をモ
チーフに、その独自の視点でぬいぐるみに大変身さ
せた新作を展示
企画展「ひな人形展」
2/5～3/13［休］月曜［内容］華やかなひな人形の競
演。立雛や古今雛などの貴重なひな人形をはじめ、
モンチッチやメルちゃんといったキャラクターのひ
な人形を展示
横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A-70
第51回 墨泉社書作展
3/4～3/7［休］無し［内容］主催=書道研究墨泉社 
代表:横山芳碩
第40回 面友会能面展
3/24～3/29［休］無し［内容］主催=面友会
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
2/28～4/3［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を展示
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神奈川県立地球市民かながわプラザ（あーすぷらざ）
 ☎896-2121 C-⑤
写真展 星野道夫「悠久の時を旅する」
1/8～3/27［休］月曜（祝日除く）［内容］本展では、
20歳の時に初めて足を踏み入れたアラスカの村の
記録から、亡くなる前まで撮影していたロシアのカ
ムチャツカ半島での写真までを一望。貴重な資料展
示を交え、旅を終えることなく急逝した星野の足跡
を辿る
kaneko art gallery ☎515-9420 C-⑥
セレクション展「Early Spring, As the Snow Melts」
（ごとうなみ・矢田順二・徳永雅之）
2/25～3/21［休］木曜（火水は予約制）［内容］まる
で雪解けのように、伝わってくる絵画たち。そんな
3人のセレクション展
カフェ・ギャラリーリンデン ☎532-5288 C-⑦
白鳥永夏インスタレーション「ねむれる女」
3/30～4/3［休］無し［内容］絵本作家白鳥永夏の空
間展示。もとやままさこによるイラスト、朗読、音楽、
香り、オブジェを通して作品世界を体感できる
画廊 AKIRA-ISAO ☎264-4835 A-⑲
セイさん、コンさんの幻
渡辺豊重・酒井忠康・海老塚耕一 3人展
3/16～3/25［休］無し［内容］佐々木静一（1997年没）
とその親友である田中岑（2014年没）。それぞれとつ
ながりのある3人の作家の作品を前に、歓談の一刻を
Gallery ARK ☎681-6520 A-㉒
美の饗宴展
3/3～3/12［休］日曜
アルテミス展
3/17～3/26［休］日曜
吉成浩昭展
3/31～4/9［休］日曜
ギャラリー&スペース 匣 ☎548-4901 C-⑧
加藤紹子裂き織作品展 ～裂き織≒SDGs
3/1～4/30［休］日・月曜祝［内容］着物を裂いて糸
にして織る裂き織に出会い、残った端切れまでもと
ことん生かしたいという境地に辿り着いた加藤紹
子。最終的に裂き織コラージュという形になった作
品を展示。SDGsの要素を持ち合わせた裂き織。端
切れまでもが見事な絵図となって昇華する

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467回企画展
内田邦太郎パート・ド・ベール ガラス展
2/23～3/21［休］月曜（祝祭日の場合は翌日）
岩崎ミュージアム第468回企画展
安藤ニキ挿絵7年と新作展
3/24～4/3［休］月曜（祝祭日の場合は翌日）
エリスマン邸 ☎211-1101 A-⑫
日曜画家 近藤正樹 風景画個展
3/19～3/21［休］無し［内容］横浜の風景画展
大佛次郎記念館 ☎622-5002 A-⑭
「大佛次郎×ねこ写真展2022」
1/6～4/17［休］月曜（祝日の場合は翌平日）［内容］
愛猫家の大佛次郎にちなんで猫の写真展を開催。6
回目の今回は、子ども部門（12歳以下）も新設
テーマ展示「写し、写された大佛次郎
文士は必ずカメラを持て」
1/6～4/17［休］月曜（祝日の場合は翌平日）［内容］
「文士は必ずカメラを持て」が持論だった大佛次郎。
大佛がカメラファンとしてどのような写真を撮った
のか、一方でどのような姿で写され、時に記事となっ
たのか。大佛家に残された旧蔵写真を中心に、当時
の読者の目に映った作家像にせまる

art Truth ☎263-8663 A-⑥
東川和正作陶展
3/3～3/13［休］火曜［内容］陶器
菊池咲個展
3/15～3/22［休］無し［内容］日本画。動物等
瀧ヶ崎千鶴個展
3/24～3/31［休］無し［内容］日本画。花や植物を
中心に
RA art Gallery ☎080-7428-9249 NEW
Well,Here I am Yusuke Kitsukawa展
3/5～3/13［休］月曜［内容］夜を描く画家。橘川裕
輔の作品展

ATELIER K・ART SPACE ☎651-9037 A-⑧
小堀令子展－禍中にて－
3/18～3/30［休］月曜［内容］平面作品。20点
1010美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑨
徂徠 友香子個展（YUKAKO SORAI）
2/26～3/13［休］水曜［内容］立体

か行

裂き織コラージュ /「母のかぶちゃ」

SUMINO ESHIMA/「暁」/2019年/
材料:ひょうたん/サイズ:高さ70cm（台座込み）

Yusuke Kitsukawa/Face ‒ Go Around/
キャンバス、アクリル/P30号/2021年

「真鴨とシャベル」/2022年


