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第10回記念 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
第15回 アトリエ・ポルト展
4/5～4/10 ［2FA］
［主催］アトリエ・ポルト［内容］第15回アトリエ・ポ
ルト展
第8回 「点の解」展
4/5～4/11 ［1F/B1F］
［主催］点の解［内容］現代美術の平面、立体作品、イ
ンスタレーション、版画等60点
第1回 PHOTO PAL CLUB 写真展
4/12～4/17 ［1F］
［主催］PHOTO PAL CLUB［内容］一つのテーマ性
をもって撮影をした5枚の組写真、15作品
第五回 タナツハタメラ染織展
4/14～4/17 ［2FA］
［主催］タナツハタメラの会［内容］さまざまな「織」
「染」の技法によって制作された作品を展示

第59回 日・朝友好展
4/19～4/24 ［3F］
［主催］日・朝友好展運営委員会［内容］日・朝友好展
は日本人と在日コリアンとの友好と文化の交流を
願う
鎌倉・横浜スケッチ会展
4/19～4/24 ［2F］
［主催］鎌倉・横浜スケッチ会［内容］鎌倉、横浜を中
心に描いた水彩スケッチ約200点
第26回 横浜彫塑研究会 彫刻展
4/19～4/24 ［1F］
［主催］横浜彫塑研究会［内容］粘土によって表現さ
れた、人物や人体を中心にした立体作品30点
第89回県展（公募）
4/27～5/2 ［全館］
［主催］神奈川県美術家協会［内容］公募入選作品、県
展会員会友作品、ジュニア作品、小作品部門展示

ギャラリーめぐり

横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A-70

春爛漫。桜の季節となりました。
横浜で画廊散歩はいかがですか。

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!
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鶴見画廊 ☎584-7208 C-㉑
－自然と共に－ 鈴木游展
4/4～4/10［休］無し［内容］身近な植物や自然の風
景を描いた油彩作品
山崎洋子日本画展
4/22～4/28［休］無し［内容］花や風景（富士山）、
人物等を描いた日本画展
東急百貨店たまプラーザ店 4階アートサロン
 ☎903-2441 C-㉓
千住 博作品展
3/31～4/13［休］無し［内容］日本画の理念と美を
追求し続け、「滝」シリーズで世界的に知られる作家
及川みほ 日本画展
4/14～4/20［休］無し［内容］爽やかな色彩で森で
遊ぶ子供達、夢見る少女、静物、小動物等を描く

第10回竹澤イチロー作品展
4/21～4/27［休］無し［内容］明るくハートフルな
キャラクターでハッピーでウキウキする「ピンキー
ズポップ」な作品を展示販売
細迫諭テンペラ画展
4/28～5/4［休］無し［内容］ルネッサンス期初期の
絵画技法を用いて木目に綿密に果実や花、風景を描
く。新作を含む約30点を展示販売

な行
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
佐々木和（1951-2009） 作品展
4/9～5/8［休］4/13、20、27［内容］新しく見つかっ
た大作2点を中心に。15点

は行
f.e.i art gallery ☎325-0081 B-⑤
TOMI'S BOX ～我が家はアート空間～
3/14～4/1［休］土・日曜祝［内容］スタイリッシュで
あリながら温かみも感じさせてくれる抽象作品や創
作家具をつくる富丘誠と、クッションやワイヤーアー
ト、ドローイング等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

桑子恵那個展
4/20～4/26［休］無し［内容］水彩、油彩、版画、テ
ンペラ画等、コツコツ描きためた作品の初個展
画廊 AKIRA-ISAO ☎264-4835 A-⑲
押田陽子展
4/11～4/20［休］無し［内容］キャンバスに向かっ
た時に感じるイメージを作品作りに活かし、多彩な
素材を使って平面作品を展開する作家の展覧会
Gallery ARK ☎681-6520 A-㉒
吉成浩昭展
3/31～4/9［休］日曜
ポラリス展
4/14～4/23［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
ギャラリーKAN ☎641-4751 A-㉔
江戸ちりめんの押し絵展
4/5～4/10［休］無し［内容］羽子板、くま手、お雛様、
額に入った作品、江戸末期から明治の初期のちりめ
んを使用。40点
ギャラリー伽羅 ☎842-1428 C-⑫
手作りきゃらSHOP
4/1～4/28［休］日・月曜［内容］着物リフォーム服、帯
地バック、久留米絣等の帽子等。すべて手作り品多数
ギャラリー SHIMIZU ☎251-6177 A-㉕
アトレス絵画教室展
4/1～4/7［休］無し［内容］洋画
SHARP COLOR MINDO 
4/22～4/29［休］無し［内容］10人の作家による抽
象絵画のグループ展。平面、立体、ダンス
ギャラリー守玄齋 ☎201-7118 A-㉖
デジタル書作家協会展「桜」
3/30～4/3［休］無し［内容］伝統的な書をデジタル
で展開
ギャラリーぴお B1 ☎681-5122 A-㉙
夢樹ゆめこだち透明水彩画個展
4/28～5/3［休］無し［内容］旅先で描いたスケッチ
水彩画を約40点。野山や高原の自然に癒された気
分に浸る
gallery fu ☎070-6429-8597 A-㉛
ラテンアメリカ探訪アート展「Nosotros 5」
4/20～4/24［休］無し［内容］ラテンアメリカをこ
よなく愛する日本人アーティストグループによる
アート展。JICA横浜でも同時開催
VIKI個展「Face of Face」
4/29～5/15［休］月・火曜［内容］剥いても剥いて
も本性をあらわさない"顔"→"顔"。自画像の集合体
であるポートレートを用い、現代のアイデンティ
ティとは何かを探る。平面、立体作品約10点

シルク博物館 ☎641-0841 A-42
令和4年度春の企画展 シルク博物館所蔵品展「紬の
きもの」
4/23～6/5［休］月曜（祝日の場合は翌日）［内容］伝
統的工芸品の紬、人間国宝の紬、現代作家の紬の着
物や着尺を中心に。特別出品として神奈川の幻の織
物「伝・川和縞の袴」も展示

金矢晶
4/19～4/24［休］無し［内容］平面
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

ギャラリー Lei OHANA ☎941-6169 C-⑭
3色パステルアート教室いろいろ展覧会　
4/15～4/17［休］無し［内容］鈴木夏奈、他講座参
加者。3色のみで表現する世界
GALERIE PARIS ☎664-3917 A-35
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
かぴぱら
4/12～4/17［休］無し［内容］平面

さ行

・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 gallery OWL ☎090-1628-0457 A-②
枯木生植2
4/5～4/10［休］無し［内容］様々な理由で流れ着い
た流木に生きた着生植物を植え付けた流木アート作
品や動物写真等
Ko'a Blue個展 2022
4/14～4/17［休］金曜［内容］ターコイズやクリス
タルをメインとして、実用的で美しいジュエリーを
創作しているKo'a Blueによる個展。オリエンタル
な雰囲気のインテリアや小物も展示予定
絵画と模型の展示会
4/24～5/1［休］無し［内容］ボックスアート、絵画
や模型誌にて活躍中の加藤単駆郎、和田隆良、松本
州平、齋藤マサヤ、笹原大の合同展示
Art Gallery 山手 ☎628-0267 A-④
月夜野こん 花の器展PARTⅣ いとし、うつくし、ち
いさきもの
3/31～4/5［休］無し
山花典之 漫画家35周年記念展 in横浜
4/7～4/12［休］無し
櫻井靖子藍染展 端午の節句
4/14～4/19［休］無し
第17回 猫の展覧会
4/23～5/8［休］無し［内容］猫をモチーフにした絵
画、工芸展
art Truth ☎263-8663 A-⑥
矢合直彦個展
4/2～4/11［休］木曜［内容］陶器と絵画の展覧会
清水今日子個展・スイカ
4/14～4/21［休］無し［内容］オリジナル絵本の原
画とアクリル画のイラスト絵画

みつい画廊 ☎261-3321（ハヤカワ画材店） A-60
HANA MAIKO 絵画個展
3/28～4/3［休］無し［内容］油彩約40点。果物、花等

や行
山手234番館 ☎625-9393 A-62
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
Grace（恵み）写真展
4/14～4/19［休］無し
2022年第19回ピンホールアート展
4/21～4/24［休］無し［内容］ピンホールカメラ愛
好家による写真展
エレメントの会水彩画展
4/28～5/3［休］無し
山手111番館 ☎623-2957 A-63
Love Cats Vol.7
4/29～5/3［休］無し［内容］パステルで描くやさし
い猫の絵
横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール
 ☎511-5711 C-36
Yujiの写真塾 第4回写真展
4/13～4/19［休］無し［内容］塾生が日頃の撮影成
果を発表する場として、各々の自信作を展示。大谷
雄二、信清正充、倉橋裕
県立鶴見高校芸術展
4/27～5/10［休］無し［内容］県立鶴見高校在校生
と卒業生との合同芸術展
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ 
 ☎866-2501 C-38
TOMOの会 水彩画展
3/30～4/4［休］無し［内容］水彩。約60点
神奈川現展 卯月展
4/5～4/11［休］無し［内容］油彩を中心に立体、工
芸、写真、約40点
『内山教室作品展』-日本画・水彩画・スケッチ-
4/14～4/18［休］無し［内容］日本画家 内山徹が教
える各教室の合同の展覧会
写真クラブ「どんぐり」第26回 写真展
4/19～4/25［休］無し［内容］写真好きの仲間18名
の風景写真を主とした展示会

ブラフ18番館 ☎662-6318 A-56
花と語り合う水彩画レッスン発表会
4/1～4/2［休］無し［内容］花と水彩画の展示とワー
クショップ
スケッチブック展 in YOKOHAMA
4/14～4/19［休］無し
横濱人形倶楽部 創作人形展Ⅴ
4/21～4/26［休］無し［内容］球体関節人形、創作
ビスクドールの展示

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA 
 ☎411-5031 B-⑥
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、現代アートとしての書道作品を一堂に展観
安喜万佐子展 「時の海・明日の地層」
Masako Yasuki Exhibition
Sea of Time, Future Strata
4/12～4/28［休］月曜［内容］「風景」にまつわる問
いをめぐり、「風景」の中から生成される、安喜万佐
子の作品群。2020年、ロックダウン直前のイギリス
での取材調査を経て取り組んだ、横幅4.5メートル
の大作を初公開

第29回フォトサークルオーロラ写真展
4/26～5/2［休］無し［内容］風景や花を中心に人物、
動物や鉄道もカバーする写真展
第26回 龍樹会 能乃面展
4/27～4/30［休］無し［内容］能面、狂言面の展示
横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 C-40
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
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
第3回写真展 ～心のままに～
3/30～4/3［休］無し［内容］心が動かされた一瞬を
表現した写真を展示。 約60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
2022春季JAG展&小品展
4/5～4/11［休］無し［内容］画材、テーマ、年齢不問。
前回のコロナ中止、温めていた作品に太陽を。 際立
つ作品に賞を授与
hilo刺繍教室作品展
4/14～4/17［休］無し［内容］ハーダンガー刺繍を
中心にしたカウントステッチの刺繍を200名以上
展示。約700点
アートユニオン青葉合同写真展
4/26～5/2［休］無し［内容］青葉、都筑地区フォト
4団体による合同写真展。約240点
横浜市歴史博物館 ☎912-7777 C-43
特別展「みんなでつなげる鉄道150年－鉄道発祥の
地よこはまと沿線の移り変わり－」
3/19～9/25［休］月曜（祝日振替休日の場合は翌日）
［内容］令和4年は、新橋と横浜の間を結ぶ鉄道が開
業150周年の節目の年。横浜にかかわる鉄道各社の
歩みを展覧会や多くの関連事業を通じて紹介
横浜髙島屋美術画廊 ☎311-5111 B-⑨
長尾浩一展 －ヴェネツィア・北イタリアを旅して－
3/30～4/4［休］無し［内容］洋画
清水 航展－彩めぐり－
3/30～4/4［休］無し［内容］日本画
－晴天の時空へ－ 武腰 一憲 陶芸展
4/6～4/11［休］無し　
石踊 紘一 素描展
4/6～4/11［休］無し［内容］日本画
鍋田 尚男 ガラス作品展
4/13～4/18［休］無し
君にことづて 灰原 愛展
4/13～4/18［休］無し［内容］彫刻
笠井 誠一展 －テーブルの上の日常－
4/20～4/25［休］無し［内容］洋画
黒岩 達大陶展　
4/20～4/25［休］無し［内容］会場:工芸サロン
花の絵画のおくりもの展 
4/27～5/2［休］無し［内容］絵画
鎌倉彫 三橋 鎌幽展
4/27～5/2［休］無し
横浜美術館 ☎221-0300 A-72
New Artist Picks:Wall Project 村上早|Stray Child
3/12～11/6［休］無し［内容］将来活躍が期待され
る若手アーティストを紹介する小企画展「New 
Artist Picks」。大規模改修工事のため休館中の今回
は、特別版となる「Wall Project」として、横浜美術
館正面のグランモール公園「美術の広場」に面した
仮囲いで、2回にわたり若手アーティストの創作を
紹介。第1回は、銅版画を主な表現手法とする村上
早（むらかみ・さき/1992年生まれ）
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
開館5周年－移ろう時・漂う時
4/16～7/18［休］火曜［内容］開館5周年を記念して
当館でこれまでに開催した展覧会を振り返り、また
メインコレクション画家・岩田榮吉が生涯にわたり
取り組んだテーマの一つである「時」について探る

あ行

神奈川近代文学館 ☎622-6666 A-⑮
特別展「生誕110年 吉田健一展 文學の樂み」
4/2～5/22［休］月曜（祝日は開館）［内容］吉田健一
（1912～1977）。2016年にご遺族から受贈した資
料約5,700点「吉田健一文庫」を中心に、その生涯と
作品を辿る初の展覧会
神奈川県立歴史博物館 ☎201-0926 A-⑱
コレクション展「帰源院文書からみた戦国時代－小
田原北条氏と鎌倉－」
3/5～4/10［休］月曜（祝日は開館）［内容］鎌倉にある
小田原北条氏ともゆかりの深い寺院、帰源院に伝わっ
た古文書をとおして、戦国時代の北条氏と帰源院と
の関係、鎌倉における小田原北条氏の事績等を紹介
kaneko art gallery ☎515-9420 C-⑥
特別企画 アドリアン・リース展「Earth drawings and 
fire works」（土による絵画、そして窯の作品）
4/29～5/30［休］木曜［内容］陶を中心とした作品
制作を続け、近年は陶土によるドローイング、そし
てさまざまなパフォーマンスワークにも取り組む作
家の展覧会。※火水は予約制
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
菊池和子写真展「Y字路のあいだ」
4/11～4/17［休］無し［内容］コロナ禍出歩いて見
つけた、新しい街歩きの写真20点余り展示。17日
（日）14時～よし笛コンサートあり

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）
岩崎ミュージアム第469回企画展
吉田直 展－今宵きりの光景－
4/6～4/24［休］月曜（祝祭日の場合は翌日）
岩崎ミュージアム第470回企画展
The Exhibition of KATAN ISHIKAWA
4/27～5/8［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
テーマ展「描かれた『馬のおはなし』」
2/19～4/17［休］月・火曜（祝日振替休日の場合は
翌平日）［内容］絵のなかに登場する馬に着目しなが
ら、日本の合戦や古典、中国の伝説等の「おはなし」
が描かれた江戸時代の屏風など約20点を紹介
テーマ展「馬車づくし！」
2/19～4/17［休］月・火曜（祝日振替休日の場合は
翌平日）［内容］幕末～明治期の横浜浮世絵・開化絵
を中心に、馬車や馬車鉄道が登場する作品約35点
を前期・後期に分けて紹介
春季特別展「馬とメルヘン やなせたかしの世界」
4/23～6/26［休］月・火曜（祝日振替休日の場合は
翌平日）［内容］アンパンマンの作者、やなせたかしが
馬を描いた絵本や雑誌の表紙等の原画を中心に展示
エリスマン邸 ☎211-1101 A-⑫
内田靖子刺し子タペストリー作品展
4/14～4/17［休］無し［内容］刺し子で建築物をモ
チーフにした作品展
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

四月のおとぎばなし・土屋恭子、中村彩果、山川空
4/24～5/1［休］無し［内容］三名の作家による幻想
的な絵画展
RA art Gallery ☎080-7428-9249 NEW
春ヲ、刻む チョークアートMoeco個展
4/8～4/17［休］月曜［内容］チョークと指の温度の
みで描く、Moecoの個展

ATELIER K・ART SPACE ☎651-9037 A-⑧
相澤秀人展－Frang ment meeting（切版会議）
4/2～4/16［休］月曜［内容］立体造形作品15点。合
板等の加工材料の持つ表現可能性を探った作品
大森 澪展－潮流－
4/19～5/1［休］月曜［内容］銅版画13点、コラー
ジュ 11点。物を想う時、思念は彷徨う。制作は迷い
つつ自らの視点を探り、そしてそれを続けて行く作
家の個展
1010美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑨
金子 牧個展
4/2～4/17［休］水曜［内容］油彩

か行清水今日子/「スイカ」

「丹頂」/29.7×42㎝/板にチョーク、レジン/2022年

「ないしょばなし」/SM

「時の海・明日の地層－Sea of Time, Future Strata」
170cmx450cm/2022年

VIKI代表作《make out #1》2021年/木製パネルにレシート、
蜜蝋、パラフィン、ダンマル樹脂のコラージュ


