
「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3月15日現在のものです）
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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
第16回横浜美術協会・会員・会友展
5/3～5/9 ［全館］
［主催］横浜美術協会グループヨコテン
［内容］日本画は150号迄。彫刻立体、写真作品を４

部計150点
横浜絵画サロン
5/10～5/15 ［3FA］
［主催］横浜絵画サロン
［内容］生涯学習の為の透明水彩画6教室合同展示

会。初心者にやさしい会
第23回公募湘南絵画会展
5/10～5/14 ［3FB］
［主催］東京湘南絵画会
［内容］公募東京湘南絵画会展の神奈川会場として

洋画の公募展を実施
公募 みずゑ展
5/17～5/22 ［3F］
［主催］爽蒼美術協会
［内容］大作を中心に、水彩、パステル画80点を展示

第39回 現代かながわ美術展
5/17～5/22 ［2F］
［主催］現代かながわ美術協会
［内容］油彩、陶芸、彫刻、七宝、版画、能面、布、水彩、

ガラス等35点
第26回みなとみらいフォトサークル写真展2022
5/17～5/22 ［B1F］
［主催］みなとみらいフォトサークル
［内容］会員一人一人が各各のテーマで撮影した、風

景、花等54点
第53回 彩象展
5/24～5/30 ［3F］
［主催］彩象美術協会
［内容］会員・会友、公募した洋画、日本画70点を展示
神奈川二紀会
5/24～5/30 ［2F/1F］
［主催］一般社団法人 二紀会 神奈川支部
［内容］一般社団法人二紀会神奈川支部による油絵

彫刻の大作70点の展示
横浜市民ギャラリー U35若手芸術家支援事業　 　
髙久柊馬個展「景色織る」 ［B1F］
5/25～5/29
［主催］髙久柊馬［共催］横浜市民ギャラリー
［内容］横浜の景色をテーマに制作した作品とドロー

イングなどの作品

ギャラリーめぐり

や行
横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A-70
第36回アクア水彩画展
5/10～5/15［休］無し［内容］主催=アクア会
第22回「葉菜の会」ボタニカルアート展
5/19～5/24［休］無し［内容］主催=葉菜の会
第15回 梅野会美術展
5/26～5/30［休］無し［内容］主催=梅野会

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
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

岩田榮吉《三つの時》

若葉の緑鮮やかな５月。木々を吹き抜ける爽やかな風を
感じながら、横浜で画廊散歩はいかがですか。

【お知らせ】６月から隔月（偶数月）発行にリニューアルいたします！

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!



た行
鶴見画廊 ☎584-7208 C-㉑
鶴巻謙郎 日本画教室展
5/27～6/2［休］無し［内容］鶴巻謙郎先生の日本画
教室の生徒による作品の展示

東急百貨店たまプラーザ店 4階アートサロン
 ☎903-2441 C-㉓
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
現代の花鳥風月vol.2
5/5～5/11［休］無し［内容］30～40歳代で活躍し
ている日本画家たちによる作品展。自然界の四季の
移り変わりや、生き生きとした動物たちを表現
西洋アンティーク展
5/12～5/18［休］無し［内容］ガレ・ドーム・ラリッ
クのガラス、磁器テーブルウェア、イカール、ミッ
シャの版画などを出品
生田宏司展メゾチント展
5/19～5/25［休］無し［内容］マニエール・ノワー
ル（黒の技法）と呼ばれるメゾチント（銅版画）技法
の作家。植物や動物の絵を描く

片岡操ガラス工芸展
5/26～6/1［休］無し［内容］自然の織り成す風景や
情景を紋様に仕立て、抽象的な作品に箔を使って表
現したガラス工芸作品を展示販売

な行
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日［内容］新しく見つ
かった大作2点を中心に。15点
小島素子
5/21～6/5［休］無し［内容］水彩、パステル、コンテ
他の作品20点

は行
f.e.i art gallery ☎325-0081 B-⑤
東儀恭子－木のカタチ－
5/11～5/27［休］土・日曜祝［内容］話や寓話、ことわ
ざや擬人化などの引用、動物にまつわる物語を絵で表
現。板絵をメインに開催。木目から「カタチ」や「景」を
拾う

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA 
 ☎411-5031 B-⑥
目利きが選ぶ my favorite 展
5/10～5/29［休］月曜［内容］日々アートに触れ、
アートへの造詣の深い画廊経営者やコレクターなど
の有識者から作家を推薦いただき開催する展覧会

ギャラリー Lei OHANA ☎941-6169 C-⑭
Joyful Works 主催グループ写真展～Passion～
5/14～5/15［休］無し［内容］Joyful Worksプロフォ
トグラファー養成講座1期終了記念写真展
写真展「かお」～あの頃のあなたに会いにいこう
5/27～5/29［休］無し［内容］ヨコハマ写真工房フォ
トクラブ写真展示

GALERIE PARIS ☎664-3917 A-35
ティンガティンガ原画展
4/28～5/8［休］無し［内容］絵画、工芸等
ヒロ トミザワ展
5/9～5/14［休］無し［内容］ガラス絵
野沢 二郎展
5/17～5/28［休］月曜［内容］絵画

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

障害者スポーツ文化センター横浜ラポール
 ☎475-2001 C-⑲
第4回 日本財団 DIVERSITY IN THE ARTS 公募展 
横浜会場
4/27～5/1［休］無し［内容］日本財団 DIVERSITY 
IN THE ARTSプロジェクトは、障害者と芸術文化
の領域への支援を通して、誰もが参加できるインク
ルーシブな社会の実現を目指すプロジェクト。公募
展事業をプロジェクトの一環として実施し、国内外
より応募のあった2,122点の中から選ばれた作品
を紹介

ぎゃるりじん＆Chiyo’s ☎681-5900 A-36
山本志保展
5/18～5/23［休］無し［内容］染色
宇田真由美
5/24～5/29［休］無し［内容］写真、ドローイング

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
絵画と模型の展示会
4/25～5/1［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
アウル企画展「Flowers&Plants2022」
5/3～5/8［休］無し［内容］山手イタリア山庭園の
薔薇の季節に合わせて企画された、複数の作家が参
加する花と植物をテーマとした絵画展
若手生態学者がみている世界
－第2回研究者支援写真展－
5/9～5/15［休］無し［内容］生態学者が動植物を対
象としてどのような研究に取り組んでいるのか、パ
ネルと写真から紹介。アーティストとコラボした研
究者支援アートも展示
春を楽しむ
5/23～5/29［休］無し［内容］ヨーロッパのマダム
を彷彿とさせるようなアクセサリーの展覧会。愛犬
と楽しめるチャームや子供服、デコパージュ等

Art Gallery 山手 ☎628-0267 A-④
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
薔薇の祭り 新日本芸術協会
5/26～5/31［休］無し［内容］薔薇を描いた油彩展

art Truth ☎263-8663 A-⑥
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
穏やかな日常・小河泰帆、田島惠美、藤木貴子、上野
謙介
5/11～5/18［休］無し［内容］4名の作家によるグ
ループ展
はんまけいこ個展
5/21～5/28［休］無し［内容］南の島の風景や動物
たちを水彩で描いた絵画展

RA art Gallery ☎288-8192 NEW
Time×mosaic HILO NAKATSUGAWA 個展
5/3～5/9［休］無し［内容］結晶や宝石をモチーフ
とした光と色彩豊かな油彩作品

ま行
みつい画廊 ☎261-3321（ハヤカワ画材店） A-60
田中喜芽「ホームズのイギリス、港ヨコハマ、鎌倉を
描く」
5/9～5/15［休］無し［内容］水彩約50～60点
平山礼子展
5/23～5/29［休］無し［内容］水彩（会場:1F）
漂展
5/23～5/29［休］無し［内容］水彩（会場:2F）

や行
山手234番館 ☎625-9393 A-62
エレメントの会水彩画展
4/28～5/3［休］無し
日本画作品展
5/5～5/10［休］無し［内容］描き始めて12年の作
品展示
墨のひだまり展
5/13～5/17［休］無し［内容］書作品展
ユーコープ労働組合文化祭
5/26～5/31［休］無し［内容］生協で働く職員の作
品を展示

山手111番館 ☎623-2957 A-63
Love Cats Vo.7
4/29～5/3［休］無し［内容］パステルで描くやさし
い猫の絵

世界の花風景
5/12～5/17［休］無し［内容］世界の花の風景写真展

横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場
 ☎771-1212 C-㉙
第18回磯子写友会 定期写真展
5/18～5/24［休］無し［内容］磯子写友会会員およ
び講師の写真作品の展示会

横浜市神奈川区民文化センター かなっくホール
 ☎440-1211 C-33
おもいをかたちに
5/17～5/23［休］無し［内容］写真展

横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール
 ☎511-5711 C-36
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
ビーズ織り作品展～千の織り　Vol.2
5/12～5/16［休］無し［内容］ビーズ織りで作った
全てオリジナルの額絵や実用的な小物を展示。杉本
千賀子
星野文昭・暁子 絵と詩展
5/20～5/22［休］無し［内容］獄中44年を生きた星
野文昭水彩画と妻暁子さんの詩を展示
第9回 鶴見フォトクラブ写真展
5/25～5/31［休］無し［内容］自由作品38点と課題
作品「神奈川の風景」19点を展示。藤川豊彦、山田俊
次、谷合健二

横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ 
 ☎866-2501 C-38
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
ヨコハマセブンフォト 2022写真展
5/3～5/8［休］無し［内容］ネーチャーから心象作
品まで個性豊かな写真展
第38回エターナル・アート・モザイク展
5/12～5/16［休］無し［内容］モザイク作品の展示
戸塚文化協会「とつかの文化・芸術祭」展示会
5/19～5/22［休］無し［内容］華道（生け花）、書道（掛
軸）、彫金（工芸品）の展示
第15回キルトサークル「MINT」作品展
5/25～5/29［休］無し［内容］パッチワークのベッ
トカバー、ミニキルト等の展示
デジカメボランティア会　第17回横浜写真展
5/31～6/6［休］無し［内容］デジタルカメラ愛好者
が集まり各人自信作100点余りを展示

横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 C-40
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
Fellow Art Gallery vol.46 小河原由紀子展　
4/27～6/26［休］5/23［内容］studioFLATで活動
する小河原由紀子のさおり織りと絵画を紹介
しんえいフォトクラブ 第25回写真展
5/3～5/8［休］無し［内容］メンバー 8人が自由な
テーマと表現方法で作品を展示。約60点
東急8500系写真展
5/3～5/8［休］無し［内容］東急田園都市線で活躍
する8500系電車の写真展。約60点

ブラフ18番館 ☎662-6318 A-56
第36回手作り絵本展
5/1～5/5［休］無し［内容］世界で1冊の手作り絵本
及びイラストの展示
横浜ハンドメイド春夏コラボ展示会
5/12～5/17［休］無し［内容］春夏の風～ブリーズ。
心のこもった作品
安土陶芸教室作品展
5/26～5/30［休］無し［内容］器から造形まで個性
的な作品揃い

第14回 絵画技法材料研究会作品展
5/3～5/9［休］無し［内容］油彩、テンペラ、デッサ
ンなどの小品。約60点
Gallery in the Lobby「カメラのしくみ2022」
5/7～5/29［休］5/23［内容］コレクションを通じて、
カメラの基本的なしくみを初出品資料も交えて紹介
第41回 神奈川東京新制作絵画展
5/10～5/16［休］無し［内容］新制作出品者による
油彩を中心とした絵画展 約60点
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
5/18～5/22［休］無し［内容］クロッキー、油彩、水
彩、アクリル等展示。約250点
私たちのワクワク展
5/18～5/22［休］無し［内容］楽しく個性豊かな絵
画、手工芸、子ども作品。約100点
第1回 七宝美術協会「想」展
5/24～5/30［休］無し［内容］七宝の様々な技法で
表現した立体や平面作品。約50点
第22回ヴァンテアン展
5/25～5/30［休］無し［内容］油彩、水彩、写真、版画、
書などの成果発表。約100点
四季の会作品展
5/25～5/30［休］無し［内容］油彩、水彩等で楽し
く自由に表現。約45点
第16回 田園写友会展示会
5/31～6/6［休］無し［内容］会員の撮った写真の展
示。約60点

横浜市吉野町市民プラザ ☎243-9261 C-42
第27回フォトサロン97　写真展
5/24～5/30［休］無し［内容］会員がコロナ禍の中、
自粛しながら近隣の被写体を探し一生懸命、頑張っ
て作った作品のこの一年間の集大成

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し、ふ
るさと横浜の発展を屋台骨となって支えてきた鉄道
の歴史の奥深さや新たな発見を伝える

横浜髙島屋美術画廊 ☎311-5111 B-⑨
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 ～青天白日～
4/27～5/2［休］無し
－唐津・丹波 若手の競演－
梅田 健太郎・清水 剛 二人展
5/4～5/9［休］無し［内容］陶芸
山下まゆみ展－回帰 新しい星へ－
5/4～5/9［休］無し［内容］日本画
現代アートセレクション展　
5/11～5/16［休］無し
赤膚焼 尾西 楽斎 作陶展
5/11～5/16［休］無し
古希記念 藤田 潤 ガラス新作展　
5/18～5/23［休］無し
時を紡ぐ－漆のいま－
5/18～5/23［休］無し［内容］漆、立体
花信風 Artist Group－風－Epilogue
5/25～5/30［休］無し［内容］日本画
増原 嘉央理 陶展
5/25～5/30［休］無し［内容］会場:工芸サロン

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－
3/12～7/3［休］月曜（祝日・振替休日の場合は翌平日）
［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
企画展「メルちゃんといっしょ！30周年記念展」
4/2～7/3［休］月曜［内容］2022年で誕生から30
年を迎える愛育ドールのメルちゃん。販売が開始さ
れた1990年代から最新のメルちゃんまで、その30
年の歴史をふりかえる他、メルちゃんのおもちゃで
遊べるプレイコーナーやSNS上で自由奔放にふる
まうメルちゃんの日常もあわせて紹介

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

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）

画廊 AKIRA-ISAO ☎264-4835 A-⑲
モノクローム写真の情景美に魅せられて
5/10～5/19［休］無し［内容］浜口タカシ、原田正路、
雨宮一夫、白岡 順、他

Gallery ARK ☎681-6520 A-㉒
アグライア展
5/19～5/28［休］無し

ギャラリーKAN ☎641-4751 A-㉔
布あそび「着物をリメイクした洋服展」
5/17～5/22［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。ベスト、チュニック、
コート、スカート、バック他250点

ギャラリー伽羅 ☎842-1428 C-⑫
手作りきゃらSHOP
5/6～5/13［休］日・月曜［内容］着物、ゆかた地リ
フォーム服、帯バックなど手作りの品々
ご近所のアーティスト展 vol.24
5/17～5/28［休］月曜［内容］写仏画、花のちぎり絵、
色鉛筆画、写真、陶器、油絵、パステル画。7人の作品展

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。約40点

gallery fu ☎070-6429-8597 A-㉛
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
「mother－機械じかけのコウノトリ」Part.1
5/24～6/5［休］月曜［内容］アーティスト6人が未
来の人間の誕生に思いを巡らせ疑問を投げかける。
そのPart.1。阿部智子、コムロヨウスケ、田中由香子

ギャラリーミロ ☎251-5229 A-32
蒼秀会日本画展
5/16～5/22［休］無し［内容］第20回を迎えるハマ
展日本画部有志による会
広田隆子展
5/30～6/5［休］無し［内容］身近な静物や風景を優
しい目線で描いた水彩

馬の博物館（根岸競馬記念公苑） ☎662-7581 C-③
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
KA－猫shimai展
5/1［休］無し［内容］写真、絵画、天然石のインスタ
レーション
パッチワーク展
5/4～5/8［休］無し
花の絵野の花会展
5/25～5/30［休］無し［内容］花の水彩展

ATELIER K・ART SPACE ☎651-9037 A-⑧
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
山本裕子展
5/21～6/4［休］月曜［内容］平面（ドローイング）、
半立体等。石粉、木、アクリル絵の具、墨を素材に。
大小合わせて20点の作品

1010美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑨
深沢軍治個展
5/14～5/29［休］水曜［内容］ミクストメディア、
平面作品

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）
岡田 満 ドローイング展④-カミュのタンゴ-
5/12～5/29［休］月曜（祝祭日の場合は翌日）

か行

「Impression La Mer」/キャンバスに油絵具/F15/2021年

「ウサギ」/木/F4

島﨑良平

野沢二郎/「花」/F20号/2022/キャンバスに油彩


