
「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2022~2023」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6月15日現在のものです）
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ライオンズゲート展　Lions gate 2022
8/2～8/8 ［3FA］
［主催］ライオンズゲートジャパン
［内容］扉が開くをテーマに、新しい世界への変容を

表現

第42回 公募 静雅書展
8/3～8/8 ［2F］
［主催］静雅書道会
［内容］書作品（漢字、かな、近代詩文書）約100点展示

多摩美術大学彫刻学科3年生展示 通過展
8/4～8/7 ［B1F/1F/3FB］
［主催］多摩美術大学 彫刻学科研究室
［内容］石彫、木彫、金属、樹脂など彫刻を学ぶ35名

の立体作品

第71回 浜書展 
8/17～8/21 ［全館］
［主催］横浜書道連盟
［内容］第71回を迎える書道の公募展　一般部、学

生部約400点

第48回神奈川独立書展・第29回神奈川県青少年毎
日書道展
8/23～8/29 ［全館］
［主催］神奈川県独立書人団
［内容］漢字、仮名、少字数の書作品又園児～高校生

の書作品の展示

第60回全国公募日書家展
8/31～9/5 ［全館］
［主催］日本書道家連盟
［内容］第60回日本書道家連盟展

公募ZEN展
9/7～9/10 ［3F］
［主催］一般社団法人 公募 ZEN展
［内容］国籍流派派閥年齢を問わず、広く公平に開催

することを信条とする

第64回太平洋神奈川展
9/7～9/11 ［1F/2F］
［主催］太平洋美術会 神奈川支部
［内容］太平洋美術会の支部展。平面、立体作品公募！

「海辺の詩、鎮魂の詩」－写真詩－
9/7～9/10 ［B1F］
［主催］町田直之（nao-ma工房）
［内容］沖縄八重山竹富島、海辺、夕暮時の写真によ

るレクイエム　

美術団体等迦会 神奈川支部展
9/13～9/19 ［2FA］
［主催］美術団体等迦会 神奈川支部
［内容］油彩画50号～100号程度に小品も加えた展

示。具象も抽象も有

新・今日の作家展2022－世界をとりとめる－
9/17～10/10 ［B1F/1F］
［主催］横浜市民ギャラリー
［内容］同時代の表現を紹介。出品作家は大崎清夏、

小林達也、古山結

第10回 水彩連盟神奈川支部展
9/20～9/26 ［3F］
［主催］水彩連盟　神奈川支部
［内容］水彩絵具、アクリル絵具等使用の20～100

号の作品約45点

第一美術協会 第44回 湘南支部展
9/20～9/26 ［2F］
［主催］第一美術協会 湘南支部
［内容］油彩、水彩、日本画、工芸、4号から150号ま

で約100点

第54回神奈川現展
9/27～10/3 ［3F］
［主催］現代美術家協会 神奈川支部
［内容］油彩を中心に、写真、工芸、立体、約50点を

展示

第61回アーネスト美術展
9/27～10/2 ［2F］
［主催］アーネストクラブ
［内容］油彩、日本画、立体等 約60点を展示

横浜髙島屋美術画廊 ☎311-5111 B-⑨
The REGINA Ⅳ
8/10～8/15［休］無し［内容］洋画

－鍋島の風－阪井茂治 作陶展
8/10～8/15［休］無し

藍より青し。磁を刻む。辻聡彦・辻拓眞 親子作陶展
8/17～8/22［休］無し

野嶋革 銅版画展－Too close to see（近すぎて視
えない）－
8/17～8/22［休］無し

阪本トクロウ展－風景－　
8/24～8/29［休］無し［内容］絵画

曜変天目 瀬戸毅己展
8/24～8/29［休］無し［内容］陶芸

広田稔展
8/31～9/5［休］無し［内容］洋画

小島直喜展 
8/31～9/5［休］無し［内容］陶芸

彩月を愛でる ガラス三人展
9/7～9/12［休］無し　

齋藤秀樹展
9/7～9/12［休］無し［内容］彫刻

鎌倉物語Ⅱ
9/14～9/19［休］無し［内容］日本画

大野佳典展
9/14～9/19［休］無し［内容］陶芸

十六世 松林豊斉 茶陶展
9/21～9/26［休］無し

川村紗耶佳展
9/21～9/26［休］無し［内容］版画

横浜人形の家 ☎671-9361 A-68
「中原淳一と人形」展
7/16～10/16［休］月曜［内容］中原淳一氏本人に
より制作された人形や原画、当時の刊行物等

や行

リーブギャラリー ☎253-7805 A-76
木村不二雄展
9/5～9/11［休］無し［内容］草木染

横浜みなと博物館 ☎221-0280 A-73
柳原良平アートミュージアム2022年度特集展示
「柳原良平の描く横浜の港の風景」
6/28～10/2［休］月曜（祝日の場合は翌日）［内容］
横浜港の広報誌『よこはま港』の表紙用の切絵を中
心に横浜港の風景を描いた作品

ら行

岩田榮吉《運河》

暑い夏はギャラリーでほっと一息。
横浜で画廊散歩はいかがですか。

9月は「新・今日の作家展2022－世界をとりとめるー」を開催。
【お知らせ】2022年６月から隔月（偶数月）発行へリニューアル

横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A-70
第33回彩和会展
9/29～10/3［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］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「Wall Project」
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、村上早（むらかみ・さき／
1992年生まれ）

横浜本牧絵画館 ☎629-1150 C-42
常設展示 横浜本牧と絵画
7/30～10/2［休］火曜・8/23～8/30［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

ギャラリーめぐり

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）
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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!



・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2022~2023」に対応しています。

Art Gallery OWL ☎090-1628-0457 A-②
Summer Tribe
8/8～8/14［休］無し［内容］STASCMというメー
カーで洋服、雑貨を製作し、それらの原画やアーカ
イブ作品、美術で参加している劇団 脳髄具現化企画
の衣装等

五人展
9/5～9/11［休］無し［内容］五人の作家が織りなす
芸術の世界。油彩、マクラメジュエリー、龍神の
3floorにわたる展覧会

Art Gallery 山手 ☎628-0267 A-④
第15回 横浜山手の坂道と風景展PART2
7/30～8/7［休］無し［内容］横浜や山手の坂道と風
景をモチーフにした水彩、油彩、点描画等　

秋月展
9/22～10/2［休］無し［内容］月をテーマにした作
品展。平面作品と立体作品

アートスペースイワブチ ☎231-1662 A-⑤
第20回 四季彩夏生展Part1
7/31～8/6［休］無し［内容］油彩、日本画、水彩、写
真、彫刻、版画

第20回 四季彩夏生展Part2
8/8～8/14［休］無し［内容］油彩、日本画、水彩、写
真、彫刻、版画

はまじやん展
8/29～9/4［休］無し［内容］油彩、日本画、水彩、写
真、彫刻、版画

UU会展
9/19～9/25［休］無し［内容］油彩、水彩、素描

art Truth ☎263-8663 A-⑥
夏を彩る短冊展
8/3～8/10［休］無し［内容］約20名の作家による
短冊サイズの絵画

糸井邦夫個展
8/25～9/4［休］火曜［内容］アクリル画とスケッチ
作品

矢崎悠美個展
9/7～9/14［休］無し［内容］表装の技術を用いて制
作した創芸画

中村景児個展
9/17～9/27［休］木曜［内容］ロングセラー絵本、
グリーンマントのピーマンマンの作画の人気イラス
トレーター中村景児氏の最新作展。アクリル画、水
彩、立体作品

ATELIER K・ART SPACE ☎651-9037 A-⑧
3人のアーチストによる展覧会ー時ー
 8/20～9/3［休］月曜［内容］藤田修、大北利根子、
伊藤英二郎、版画、立体等20点

RA art Gallery ☎288-8192 A-⑨
in my eyes, in my soul 増田麻由個展
9/11～9/18［休］無し［内容］人と自然の繋がりを、
人体をモチーフに表現する彫刻作品

あ行

第29回静墨展
9/23～9/27［休］無し［内容］書
※ゴールデンギャラリーと同時開催

第32回日月役員展
9/29～10/4［休］無し［内容］書
※ゴールデンギャラリーと同時開催

gallery fu ☎070-6429-8597 A-㉚
生熊奈央×北本晶子|迷宮の悪夢
8/17～8/28［休］月・火曜［内容］“人間が本能的に
感じる恐怖とは何か？”をテーマに、人間の心の奥
底に潜む恐怖をあぶり出す

日中国交正常化50周年｜張暁捧・楊佳・梁文琦3人展
9/7～9/18［休］月・火曜［内容］中国から日本へ来た
美術を愛する中国人若手女性3人によるグループ展

日中国交正常化50周年｜チョ・セイブン個展
9/21～10/2［休］月・火曜［内容］2022年東京藝術
大学大学院美術研究科修士課程絵画科を修了した
チョ・セイブン。母に対する想いを絵画作品を中心
としたインスタレーションとして表現

ギャラリーミロ ☎251-5229 A-㉛
かくかく展
8/29～9/4［休］無し［内容］白日会神奈川支部会員
によるグループ展。油彩等

遊帆の会
9/5～9/11［休］無し［内容］岡田高弘、杉本幸江、宮
崎宗人による油彩等

瞬の会
9/12～9/18［休］無し［内容］岡田高弘先生の教室
展。油彩、水彩等

色波展
9/26～10/2［休］無し［内容］第37回を迎える横浜
国大OGによるグループ展

GALERIE PARIS ☎664-3917 A-34
渡辺元佳展「What’s WA!moto.!?パブリックアー
ト・ヒューマンスケール・あなたとわたし－」
8/8～8/21［休］8/15［内容］インスタレーション、
ワークショップ

塚本紗知子初個展「窓の向こうに」
8/26～8/31［休］無し［内容］絵画

山口牧子個展－Earth Spirit－
9/2～9/10［休］無し［内容］絵画

松下カツミ CAT!CAT!CAT!
9/22～10/1［休］無し［内容］絵画、デザイン

ぎゃるりじん＆Chiyo’s ☎681-5900 A-35
早川幸子
8/2～8/7［休］無し［内容］水彩 等

ユニット４　
9/6～9/11［休］無し［内容］平面

宇田真由美
9/13～9/18［休］無し［内容］平面、写真
会場Jin /Chiyo’s

伊藤恵里
9/20～9/25［休］無し［内容］平面

ダバート
9/27～10/2［休］無し［内容］平面

1010美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑩
薬王寺太一個展
7/23～8/7［休］水曜［内容］立体、レリーフ

個展 柯毓珊 KeYuShan
9/10～9/24［休］水曜［内容］版技法を用いた1点物

岩崎ミュージアム・ギャラリー ☎623-2111 A-⑪
岩崎ミュージアム第474回企画展 Mytee Summit 
2022 世界をたのしくするお店をかこう！
7/21～8/7［休］月曜［内容］絵本「ネコのマイティ」
シリーズ原画と、ロコサトシさんのペイント作品や
オブジェ、版画等

岩崎ミュージアム第475回企画展 夏休み大作戦
～宇宙人の自由研究～
8/10～9/4［休］月曜［内容］宇宙から見たサブカル
大研究を紹介。なべやかん、 チングルベル後藤、革
パン刑事、エモリハルヒコ

スケッチ40％展
9/7～9/19［休］月曜（祝日の場合は翌日） 

岩崎ミュージアム第476回企画展 佐藤愛美展
9/22～10/2［休］月曜

エリスマン邸 ☎211-1101 A-⑫
植物を楽しむアトリエyボタニカルアート展
9/17～9/19［休］無し［内容］アトリエy第3回ボ
タニカルアート展

大佛次郎記念館 ☎622-5002 A-⑭
テーマ展示「実朝と桜子～大佛次郎が紡いだ武士と雅」
4/23～8/21［休］月曜［内容］史実とフィクション、
愛と死、武士（もののふ）と雅（みやび）が交錯する
中世物語の世界

夏コレクション展
8/10～9/4［休］月・火曜［内容］ラッセンをはじめ、
夏らしい様々な作品

神奈川県立歴史博物館 ☎201-0926 A-⑱
特別展「地図最前線－紙の地図からデジタルマップ
へ－」
7/16～9/25［休］月曜(祝日は開館)［内容］主に近
現代の「紙の地図」に焦点を当て、地図を作り、地図
を使った人たちの活動を紹介

kaneko art gallery ☎515-9420 C-⑦
徳永 雅之 展『Particles from 1991 to 2020／後期』
「 記憶 」- Memories from the depths - (2000年
代の作品を中心に)
7/8～8/1［休］木曜［内容］※火・水は予約制

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)
9/16～10/10［休］木曜［内容］※火・水は予約制

ギャラリー伽羅 ☎842-1428 C-⑫
手作りきゃらSHOP
9/1～9/30［休］日・月曜祝［内容］綿生地の浴衣地、
絣生地等のチュニック、帯地・ウール地の大小バック、
布ぞうり、マスクケース、等すべて手作りの品多数

ギャラリー SHIMIZU ☎251-6177 A-㉕
「背景 今 背後」展
8/22～8/27［休］無し［内容］コンテンポラリー作
家によるグループ展

ビーナス展
8/30～9/6［休］日曜［内容］1F10名の作家による
グループ展、2F上田耕造クロッキー展

ギャラリー SHIMIZU セレクション展
9/12～9/24［休］無し［内容］ギャラリー SHIMIZU
のセレクトによる４人の作家のグループ展

ギャラリー守玄齋 ☎201-7118 A-㉖
第42回玄悠会展
8/4～8/8［休］無し［内容］書

第4回高田塾展
9/8～9/13［休］無し［内容］書

か行

公益財団法人 鶴見輝彦育英会 みらい美術館
 ☎222-8696 A-36
ガレ＆マイセン「ガラスと磁器の世界展」
4/29～9/25［休］月、火、水、木曜［内容］約50点の
フランスとドイツが誇る精緻な美の世界

ゴールデンギャラリー ☎201-7118 A-37
第30回 書展グループ墨花
8/19～8/21［休］無し［内容］書

第14回 好古会展
9/2～9/6［休］無し［内容］書

一條桂扇回顧展
9/8～9/13［休］無し［内容］書

第25回 墨玄芸術展
9/15～9/20［休］無し［内容］書

第29回 静墨展
9/23～9/27［休］無し［内容］書
※ギャラリー守玄斎と同時開催

第32回 日月役員展
9/29～10/4［休］無し［内容］書
※ギャラリー守玄斎と同時開催

三溪園 ☎621-0635 C-⑮
蓮市「蓮の葉を使ったアート展示と小物の販売」
7/28～7/31、8/5～8/7、8/11～8/13［休］無し

「掛軸と絵画の未来展」‒美大生×表具師＠三溪園 
パトロネージュのかたち
8/13～8/21［休］無し［内容］江戸表具研究会「表
粋会」と三溪園の協働企画

そごう横浜店美術画廊 ☎465-5506 B-④
岡村智晴展－Penetrate－
7/26～8/1［休］無し［内容］絵画　

磯部光太郎 日本画展
7/26～8/1［休］無し

ストリートアート展
8/2～8/8［休］無し［内容］絵画

Art Wonderland
8/2～8/8［休］無し［内容］絵画

杉浦幹男 油絵展
8/9～8/15［休］無し

伊藤直 油絵展
8/9～8/15［休］無し

染め・織り きもの秀作展
8/16～8/22［休］無し［内容］呉服催事

青二会 日本画展
8/23～8/29［休］無し

秋の茶道具展
8/23～8/29［休］無し　

石橋裕史 作陶展
8/30～9/5［休］無し　

ロバートハインデル展
9/6～9/12［休］無し［内容］絵画

オールドバカラ展
9/6～9/12［休］無し［内容］アンティーク

小田野尚之 日本画展
9/13～9/19［休］無し

畑中博 油絵展
9/13～9/19［休］無し

ガレ、ドーム展
9/20～9/26［休］無し［内容］アンティーク

田中裕子 日本画展
9/20～9/26［休］無し

中司満夫展
9/27～10/3［休］無し

さ行

仲通りギャラリー ☎211-1020 A-44
宇田川格展
8/29～9/4［休］無し［内容］第53回白日会神奈川
支部展 仲通りギャラリー賞受賞記念展、油彩、水彩

アトリエ21五島列島紀行展
9/5～9/11［休］無し［内容］岡田高弘、上田耕造、広
田稔、佐藤陽也。油彩、水彩

レ・コパン展
9/19～9/24［休］無し［内容］上田慶之介、落田実、
熊谷昌弘、宮本界平、チャーチル会会員。油彩

七澤恵子展
9/26～10/1［休］無し［内容］ミクストメディア

ニュースパーク（日本新聞博物館） ☎661-2040 A-46
企画展「沖縄復帰50年と1972」
4/23～9/4［休］月曜(祝日振替休日の場合は翌日)
［内容］今年に沖縄の日本復帰50年を迎えるにあた
り、沖縄タイムスと琉球新報を中心に地元紙が復帰
をどう伝えたか、当時の紙面と写真で紹介

企画展「近代日本のメディアにみる怪異」
4/23～9/4［休］月曜(祝日振替休日の場合は翌日)
［内容］明治時代以降の新聞がどのように「怪異」に
ついて伝えてきたのか、所蔵資料を中心に約110点

な行

鶴見画廊 ☎584-7208 C-⑳
真昼にも輝く星たち展vol.12
9/12～9/18［休］無し［内容］水彩、日本画、油彩、
土器

木村優博個展
9/29～10/8［休］10/4［内容］油彩

東急百貨店たまプラーザ店 4階アートサロン
 ☎903-2441 C-㉒
下濵美久展
8/4～8/10［休］無し［内容］鹿児島出身の画家。海
をテーマにした爽やかな絵画作品の展示販売

藤田嗣治 作品展
8/11～8/24［休］8/17［内容］時代を超えて多くの
人々の心を惹きつけてやまない藤田嗣治の生前の
デッサンや版画作品の展示販売

大森隆史 日本画展
8/25～8/31［休］無し［内容］東京藝術大学の日本
画卒業。落ち着いた雰囲気の漂う花や景色を中心と
した日本画作品を展示販売

越畑喜代美 日本画展
9/1～9/7［休］無し［内容］土があれば当たり前に生
えてくる草や一緒に暮らしている猫たちや誰かにも
らったお土産の笛等日常のものを日本画にて描く

イーダ・ヴァリッキオ 絵画展
9/8～9/14［休］無し［内容］優しい色彩で花とイン
グリッシュガーデンを描き続けたイーダ・ヴァリッ
キオ。世界中で愛された画家の、愛に溢れた作品

爲金義勝展
9/15～9/21［休］無し［内容］日本の伝統的な木版画
に独自の金箔技術を加え、心の旅路を美しい抽象画で
表現する作家。海外で高く評価されている珠玉の作品

ベルナール・ビュッフェ 版画展
9/22～9/28［休］無し［内容］黒い描線と抑制され
た色彩によって戦後の不安感や虚無感を描出し、世
界中の人々の共感を呼んだ作品をご紹介

小澤摩純 絵画展
9/29～10/5［休］無し［内容］童話やオペラを題材
に夢あふれる世界を描く作家です。貴重な原画をは
じめ、新作版画を多数展示販売

た行

みつい画廊 ☎261-3321（ハヤカワ画材店） A-60
加藤和子色えんぴつ展
9/26～10/2［休］無し［内容］色えんぴつ画約20点

爾麗美術 ☎222-4018 A-47
鈴木正道作品展
7/16～8/7［休］水曜［内容］2021、2022年制作の
作品18点

伊藤久三郎作品展
8/11～8/28［休］水曜［内容］大作5点を中心に15点

大場節子 絵画展
9/27～10/3［休］無し

ロゼブランシェ協会　展示発表会
9/2～9/6［休］無し［内容］プリザーブドフラワー
アレンジ

MUK写真展＋１
9/9～9/12［休］無し［内容］おじさん3人の写真展

－日常と選択－
9/15～9/20［休］無し［内容］絵画

水彩画展
9/22～9/27［休］無し［内容］水彩画教室の作品

童画展、むかし子供だった大人が描く童画
9/29～10/4［休］無し［内容］イラスト、絵画

山手111番館 ☎623-2957 A-63
Kamyuri Boutis Class展
7/29～/8/1［休］無し［内容］フランスキルトBoutis
の作品

色鉛筆画展
9/9～9/13［休］無し［内容］絵画

母娘孫ちぎり絵展
9/23～9/27［休］無し［内容］ちぎり絵

山の上ギャラリー ☎852-8855 C-㉕
ガラスアートとうつわ展
8/7～9/11［休］月曜［内容］ガラス作家10名それ
ぞれの技法も異なる個性豊かな作品　

九つ井－陶器・硝子－陶郷工房新作展
9/18～10/10［休］9/20、9/26、10/3［内容］九つ
井自家工房の作家10名の作品。花入れ、うつわ等

横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール
 ☎511-5711 C-34
城熱祭 in 横浜「城アート展」
8/10～8/15［休］無し［内容］関東のお城のイラス
ト、縄張り図、写真、ジオラマ等

サルビア写真展2022 「空の色」
8/20～8/24［休］無し［内容］テーマは「空の色」。
横浜市在住、在勤、在学の方の作品

第32回 豊彩会展
9/28～10/4［休］無し［内容］佐々木豊先生と人物
を描く仲間、油彩を中心に100号以下の作品

横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ 
 ☎866-2501 C-36
横浜市立学校総合文化祭 美術部 生徒作品展
7/27～8/1［休］無し

彩ゆう会・蓮彩会 水彩画展2022
8/11～8/15［休］無し［内容］横山貴裕が指導する
水彩画展。風景、花、静物、人物等約80点　

梢の会展  書・詩書画をまなぶ仲間展
8/24～8/29［休］無し［内容］田代梢華指導による
漢字書、かな書、絵手紙

みずえの会 水彩画展
8/30～9/5［休］無し　

みなと 横濱きり絵展
8/31～9/5［休］無し［内容］きり絵教室仲間の作品
展。一年間の集大成

フォトサークル151Aとデジフォト風による合同写
真展
9/6～9/12［休］無し［内容］主に戸塚区内に在住す
る2つの写真団体の会員。風景写真等

レインボー・しゃらく合同写真展
9/14～9/19［休］無し　

第122回 戸塚区美術協会 絵画展・地域交流特別絵
画展
9/21～9/26［休］無し［内容］会員及び戸塚区地域
の絵画愛好家による絵画公募展。約130点

第17回 とつか美術会 公募展
9/28～10/3 [休]無し［内容］戸塚区並び近隣地域
の文化活動の振興を目的とした美術公募展

ま行

山手234番館 ☎625-9393 A-62
保坂匡哉絵画展
8/18～8/23［休］無し［内容］地元横浜のスケッチ
を中心に

山手の丘
8/25～8/30［休］無し［内容］油彩、スケッチ

や行

f.e.i art gallery ☎325-0081 B-⑤
Yeo Du Hong展 風の光-成長
7/25～8/5［休］土・日曜祝［内容］韓国、釡山在住
の油絵画家。韓国の伝統文様で線と面を使用し、現
代的な作品を作り出す　　

阿部千鶴展
8/23～9/2［休］土・日曜祝［内容］花を中心に幻想
的な世界を描く

FEI PRINT WARD準大賞受賞者 小倉咲枝展
9/6～9/16［休］土・日曜祝　

FEI PRINT WARD準大賞受賞者 戸田喜守展
9/27～10/7［休］土・日曜祝

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA 
 ☎411-5031 B-⑥
creature－神が創りしもの－
8/12～8/28［休］月曜［内容］浦由利恵、遠藤良亮、
金親敦、Kawai Shoko、久野悠、黒田よし子、しょう
じこずえ、鈴木英里子、髙橋穂足、田村幸帆、林麻依
子、中條亜耶、西川果歩、松本亮平、丸山達也、安岡
亜蘭、横田千明、Ryo

第1回FEI PURO ART AWARD入選作品展
9/13～9/25［休］月曜［内容］版画公募展「FEI PRINT 
AWARD」をリニューアル、平面作品全般を対象に
した公募展の入選作品

ブラフ18番館 ☎662-6318 A-56
こどものあとりえ展
8/26～8/28［休］無し［内容］こどもの絵画展

晴れの日～手に心を込めて～
9/17～9/19［休］無し［内容］ウェディングドレス
と手芸作品

横浜いずみ陶芸学院卒業制作展
9/22～9/26［休］無し［内容］陶芸作品の展示

第22回エレガントガラスワーク元町作品展
9/30～10/2［休］無し［内容］ガラス工芸等の生徒
作品

は行

横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 C-38
ショーケースギャラリーアーティスト×横浜市所
蔵カメラ・写真コレクション白井晴幸展
7/23～9/19［休］8/22［内容］白井晴幸が、「横浜市
所蔵カメラ・写真コレクション」のカメラや写真を
題材にした新作を展示

Fellow Art Gallery, Extension 長瀬明代展
7/23～9/26［休］第3水曜［内容］館外アウトリー
チとして「青葉区民文化センター フィリアホール」
で、「あーる工房」（川崎市）でのユーモアあふれる絵
画を展示

あざみ野こどもぎゃらりぃ2022 ぞうけいラボ
7/29～8/7［休］無し［内容］今年は、さまざまな「ぞ
うけい（造形）」にチャレンジできるラボラトリー「ぞ
うけいラボ」がオープン

写真と俳句～小学校5年生たちのまなざし～
7/29～8/7［休］無し［内容］慶應義塾横浜初等部と
横浜市立山内小学校の5年生の子どもたちが撮影し
た写真に、自作の俳句を添えて展示

もやい.next
8/10～8/21［休］無し［内容］若手アーチストが見
た3.11、そして福島 約100点

第43回 爽画展
8/23～8/29［休］無し［内容］会員の油彩、水彩等 
作品100点

世界でたったひとつのカラーサンドアート
8/23～8/28［休］無し［内容］色のついたお砂で魅
力的なアートを表現。約45点

第2回 古空会展
8/26～8/28［休］無し［内容］書道、刻字、アート書
等大人と学生の作品。約200点

青葉合同絵画展
8/30～9/5［休］無し［内容］風景、人物、植物の多彩
なモチーフの絵画 約400点

第11回プラチナアート協会会員展
9/7～9/11［休］無し［内容］風景、人物、静物等を多
彩な技法で表現。約60点

太田正明展－森のソノリティ－
9/9～9/18［休］無し［内容］木や漆を素材とした工
芸、彫刻、アートの展覧会

第24回 都筑写真倶楽部写真展
9/13～9/19［休］無し［内容］自由、課題作品及び
特設展示あり、約85点

第16回SEN展
9/20～9/25［休］無し［内容］油彩、水彩等、小品か
ら大作まで。約60点

ショーケースギャラリー黄金町エリアマネジメント
センター連携企画瀧健太郎展
9/24～12/11［休］第4月曜 ［内容］黄金町エリア
で活動するアーティスト、瀧健太郎による映像作品

開講20周年記念 第12回 横浜画塾展　
9/27～10/3［休］無し［内容］横浜画塾塾生による
水彩、約270点

Fellow Art Gallery vol.47 Atelier Sunoiro展
9/28～11/27［休］第4月曜［内容］島根県「Atelier 
Sunoiro」（＝素の色）で活動するダウン症の人たち
による、色やかたちが心地よく調和した絵画作品

横浜市歴史博物館 ☎912-7777 C-41
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］月曜日（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
茶道具特別奉仕会【同時開催】茶道具逸品会
8/3～8/8［休］無し

増田麻由《In the flower base》H60×W25×D18樟・彩色

渡辺元佳作品画像

戸田喜守《Shelter》


