
「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
を隔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8月15日現在のものです）

國領經郎《真鶴風景》1967年／油彩、キャンバス／ 89.2×115.1cm

●ホームページで作品解説をご覧いただけます。
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新・今日の作家展2022 世界をとりとめる
New“Artists Today”Exhibition 2022: 
We Catch the World
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
　第2回 外苑キャンパス展
10/4～10/10 ［3FA］
［主催］GAL 2018
［内容］京都芸術大学の卒業生の25人によるグルー

プ展
　鎌倉・横浜スケッチ会秋季展
10/4～10/10 ［2F］
［主催］鎌倉・横浜スケッチ会
［内容］会員約80名が制作した風景スケッチ約250

点を展示
　ジャズ専門誌の老舗「スイングジャーナル」で見る古
き良きジャズの世界
10/5～10/10 [3FB]
［主催］横濱 JAZZ PROMENADE 実行委員会
［内容］1959年～1966年までの「スイングジャーナ

ル」40冊を、拡大印刷、パネル加工して展示
　　みろく山の会創立40周年記念作品展
10/11～10/16 ［3F］
［主催］みろく山の会
［内容］40周年を記念して、会員の作品を展示
　2022年第33回神奈美会員展
10/11～10/16 ［2FA］
［主催］神奈川美術協会
［内容］会員の日頃の創作作品を展示
　旺玄会 神奈川支部展
10/18～10/24 ［全館］
［主催］一般社団法人 旺玄会 神奈川支部
［内容］企画展61回展 横浜を描こう展。小品部門展 

同時開催180点

第15回え塾展
10/25～10/30 ［3F］
［主催］横浜美術学院／え塾
［内容］絵画教室え塾による教室展。油彩、水彩、日本

画等多数展示
　塚田マサ子写真展「追慕～刻をつなぐ」
10/25～10/30  ［1F］
［主催］塚田 マサ子
［内容］「追慕～刻をつなぐ～」をテーマに英連邦基

地横浜の写真、26点
　第52回 公募文化書道神奈川県連合会書道展
10/26～10/30 　［2F］
［主催］文化書道神奈川県連合会
［内容］県内の社会人、学童による書道作品を展示
　第34回 雨聲会 横浜書展
10/26～10/30 ［B1F］
［主催］雨聲会 横浜支部
［内容］子供の半紙作品や、淡墨を中心とした一般の

書道作品を展示
　第78回ハマ展
11/2～11/13 　［全館］
［主催］横浜美術協会
［内容］洋画、日本画、彫刻、写真等巾広い意欲ある作

品を数多く展示
　第12回 現代ルネッサンス美術展
11/15～11/20 ［3FA］
［主催］現代ルネッサンス美術会
［内容］油彩、水彩、パステル、アクリル、デッサン等

平面作品
　Art School+Yokohama Student Exhibition, No.9
11/16～11/20 ［1F］
［主催］株式会社 雪下堂美術（アートスクール横浜）
［内容］アートスクール横浜に通う生徒の絵画作品

展示発表会
　春陽会神奈川研究会展
11/23～11/28 ［全館］
［主催］春陽会 神奈川研究会
［内容］研究会会員による油彩、水彩、混合技法の作

品を約130点
　第61回 神奈川県女流美術家協会展
11/30～12/4 ［全館］
［主催］神奈川県女流美術家協会
［内容］女性だけの公募展。油彩、水彩、立体等約

200点を展示

横浜髙島屋美術画廊 ☎311-5111 B-⑨
林孝二展－まほろば－　
10/12～10/17［休］無し［内容］日本画
金工 丸山祐介・染織 河本蓮大朗 二人展
10/12～10/17［休］無し
小林裕児展－合歓（ねむ）の森から－　　
10/19～10/24［休］無し［内容］洋画
芝康弘展－蒼い世界に－
10/19～10/24［休］無し［内容］日本画
吉水快聞展－幻夢－
10/26～10/31［休］無し［内容］木彫
伊藤秀人展
10/26～10/31［休］無し［内容］陶芸
大竹彩奈展
11/2～11/7［休］無し［内容］日本画
福永幾夫展
11/2～11/7［休］無し［内容］陶芸
伊藤北斗展
11/9～11/14［休］無し［内容］陶芸
小黒アリサ展　
11/9～11/14［休］無し［内容］漆、木彫
手のひらの小宇宙 現代根付展
11/16～11/21［休］無し
絹谷香菜子展
11/16～11/21［休］無し［内容］日本画
池口史子展
11/23～11/28［休］無し［内容］洋画
林亜美展
11/23～11/28［休］無し［内容］陶芸
横浜都市発展記念館 ☎663-2424 A-67
横浜鉄道クロニクル－発祥の地の150年－
8/6～11/6［休］月曜（祝日・振替休日の翌平日）［内
容］鉄道150年の歴史を50年ごとに区切り、浮世
絵や地図等の歴史資料を展示
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
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［内容］主催：彩和会
第34回グループ森 植物画展
10/13～10/18［休］無し［内容］主催：グループ森
藤田正彦展
10/20～10/25［休］無し［内容］主催：藤田正彦

や行

リーブギャラリー ☎253-7805 A-76
堀明子展
10/3～10/16［休］無し　
彩友会
10/17～10/23［休］無し
葉山倶楽部展
11/7～11/13［休］無し
堀越正子展
11/14～11/20[休］無し
中澤金四郎展
11/21～11/27［休］無し

ら行

高く澄んだ秋空の下、横浜で画廊散歩はいかがですか。
 「新・今日の作家展2022 世界をとりとめる」は、 10月10日まで開催。

第34回 二翠会展（神奈川風景水彩画）
第34回 横浜淡彩画友の会展 合同展
10/27～11/1［休］無し［内容］主催：二翠会、横浜
淡彩画友の会
第42回 横浜能面展
11/3～11/8［休］無し［内容］主催：面の会/岩崎久人
川村造形美術2022展
11/10～11/15［休］無し［内容］主催：川村造形美
術研究所 磯子アトリエ
龍生派いけばな展「ヨコハマ 海・空・光そして花」
11/26～11/27［休］無し［内容］主催：龍生派 神奈
川県支部
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
横浜本牧絵画館常設展示 横浜本牧と絵画
7/30～10/2［休］火曜、（臨時休館あり）［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
没後40年 岩田榮吉と恩師・畏友 小磯良平・伊藤廉・
長谷川潔をはじめとして
10/15～1/15［休］火曜、12/26～1/3[内容］岩田
の没後40年にあたり、28歳で渡仏後、出会った師
友に焦点をあてて画業を振り返る
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

ギャラリーめぐり

横浜市民ギャラリーの所蔵作品を隔月紹介します

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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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
Bonobono forest 2022
10/3～10/9［休］無し［内容］画家bonobono を中
心に、全国から18名のアーティストが集結したアー
トイベント
Memories of flowers
10/10～10/16［休］無し［内容］教室開講10周年
記念の水彩画展
研究者コラボアート展
10/18～10/30［休］無し［内容］「アーティスト」と
「研究者」の異なる側面から動物を観察する両者を
繋ぎ合わせた新たなアートの展覧会
Music & Art 2022 by Rip Current Production
10/31～11/6［休］無し［内容］音楽と関連のある
アートの展覧会とコンサート(週末)による複合イ
ベント
革いい藍の物語展 Vol.9 by アトリエ・マターズ
11/7～11/13［休］無し［内容］面白い革工芸作品
と伝統的な本藍染の布の作品展。約200点
ガラスに魅せられて
11/14～11/20［休］無し［内容］4年ぶり3回目の
ガラス作品展
切り絵 型紙彫刻 黒猫モモ展 「越鳥南枝」
11/21～11/27［休］無し［内容］出身地福井県の若
狭と「鳥」をキーワードに様々な世界を表現
art gallery, on the wind ☎251-6937 A-③
宮澤賢治オリジナル挿絵シリーズ「月夜のけだもの」
藤島由美・挿絵原画展
11/12～11/13［休］無し［内容］126年の時を超え
てのびやかに描いたプリント・オン・デマンド書籍の
挿絵原画展

あ行

新倉秋夫 水彩画展
11/3～11/8［休］無し［内容］2回目の個展。人物、
風景等約50点
JIC楽しむART展2022年 第14回
11/3～11/8［休］無し［内容］絵と写真のCollaboration
第49回一砂会 秋の横浜小品盆栽展
11/11～11/13［休］無し［内容］小品盆栽を愛好す
る趣味同好者の展示
小澤淳個展
11/10～11/15［休］無し［内容］水彩2号～20号、
スケッチ、タブロー約50点
第18回 自由スケッチ会展
11/17～11/22［休］無し［内容］横浜等県内で描い
た水彩、油彩、約60点
鈴木知子個展
11/24～11/29［休］無し［内容］第20回記念展。新
作70点、思い出の作品30点、大作、小品 二会場に
て展示
ギャラリー日吉 ☎561-2009 C-⑬
佐藤武展
10/6～10/15［休］火曜［内容］アクリル、版画
京の絞り職人展
11/11～11/15［休］無し［内容］着物、帯、洋装品ス
カーフ、小物等
gallery fu ☎070-6429-8597 A-㉚
儲 靚雯（チョ セイブン）｜側の唄 SideSong
9/21～10/2［休］月・火曜［内容］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
青木飴色｜あの雲はいつかの君の涙That cloud is 
your tears from one day in the past
10/5～10/16［休］月・火曜［内容］いのちの循環を
テーマに、絵や立体で詩的な空間を構成
すぎやまあるく｜Lonely god.
10/19～10/30［休］月・火曜［内容］立体、写真に
よるインスタレーション
VIKI×坂間真実|Xenos（クセノス）
11/2～11/13［休］月・火曜［内容］映像、コラージュ
等によるインスタレーション
唐貫虹個展
11/16～11/27［休］月・火曜［内容］平面、立体作
品等によるインスタレーション
ギャラリーミロ ☎251-5229 A-㉛
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。絵画等
サイコロ展
10/17～10/23［休］無し［内容］石川ゆう子、上野
純美、繁野道恵、末永由美子、八木清子
檸檬の会展
10/24～10/30［休］無し［内容］広田稔先生の教室
展。油彩、水彩等
風響会日本画展
10/31～11/6［休］無し［内容］第39回展
佐藤一展
11/7～11/13［休］無し［内容］水彩等
アルテ・YOKOHAMA多摩美展
11/14～11/20［休］無し［内容］多摩美術大学OB
による展覧会。油彩、水彩、日本画、アクリル、キルト、
陶芸等
ギャラリー Lei OHANA ☎941-6169 C-⑭
水谷典雄作品展
10/12～10/20［休］無し［内容］油彩、アクリル
ティータイム
10/27～10/31［休］無し［内容］ティータイムをイメー
ジしたイラスト、陶芸と手作り菓子と紅茶、コーヒー

ほがい展 やまと絵
10/21～10/25［休］無し［内容］日本画
個展髙橋充 水彩画展VOL.5
10/27～11/1［休］無し［内容］横浜の風景等、耐水
ペン、透明水彩約30点

1010美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑩
個展 周豪 Zhou Hao
10/1～10/15［休］水曜［内容］平面、立体
樋口多衣子個展
10/22～11/6［休］水曜［内容］平面
線幸子個展
11/12～11/27［休］11/16［内容］平面、ミクスト
メディア
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
川﨑永子ビーズ展 Atelier Eikoと仲間たち
10/1～10/3［休］無し
周平作品展「食・四季」
10/24～10/28［休］無し

Art Gallery 山手 ☎628-0267 A-④
秋月展
9/22～10/2［休］無し［内容］月をテーマにした平
面と立体
－パステルで描く動物たち－山中翔之郎個展
10/6～10/11［休］無し 
MOEMI SUGIURA Jewelry Exhibition
10/13～10/18［休］無し ［内容］10/13～15は完
全予約制
華彩洋子 水彩画展
10/27～11/6［休］無し ［内容］薔薇や横浜の街並
みなどを描いた水彩

小さな世界展（CDケースを使って）
11/18～11/27［休］無し  
RA art Gallery ☎288-8192 A-⑨
中村宗弘展
10/12～10/23［休］月・火曜［内容］東山魁夷の系
譜、日本画原画
村上隆ギャラリーコレクション展
11/9～11/20［休］月・火曜［内容］村上隆等のポッ
プアート

kaneko art gallery ☎515-9420 C-⑦
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
ごとうなみ個展『波の行く末－Where the Waves 
Go－』
10/21～11/28　［休］木曜［内容］※火・水は予約
制。絵画
画廊 AKIRA-ISAO ☎264-4835 A-⑲
海老塚市太郎展
10/7～10/14［休］無し［内容］油彩
山田かの子個展
10/20～10/29［休］無し［内容］横浜で2回目の個展
モノクロームの写真「記憶の片隅」
11/2～11/10［休］無し［内容］白岡 順、浜口タカシ、
原田正路、雨宮一夫、ハナヤ勘兵衛、熊井牧男等
ギャラリーKAN ☎641-4751 A-㉔
色無き風に誘われて「秋の創作展」
10/4～10/9［休］無し［内容］手編みセーター、裂
き織りバック、和の細工物等約400点
布あそび「着物リメイク展」
10/18～10/23［休］無し［内容］着物をリメイクし
た洋服150点
甦える古布「田中みち子展」
10/28～11/1［休］無し［内容］ドロ大島の着物地
で洋服、バック、小物等70点
第51回錦鳳会「佐賀錦の展示会」 
11/18～11/20［休］無し［内容］額、バック、小物類
他70点
第2回ハマ・ブン芸術祭
11/30～12/4［休］無し［内容］絵画、書、写真、詩歌、
工芸、陶芸、木版画、革細工、手工芸品等
ギャラリー SHIMIZU ☎251-6177 A-㉕
かってきままなグループ展
10/6～10/12［休］無し［内容］版画教室の生徒作品
堀江悦男個展
10/15～10/19［休］無し［内容］油彩、水彩
尾身伝吉個展
10/21～10/23［休］無し［内容］木版画
浅野康則個展
10/31～11/7［休］無し［内容］ミクストメディア
ギフト展
11/12～11/17［休］無し［内容］小物、小品
黒田茂樹個展 
11/19～11/28［休］無し［内容］銅版画
ギャラリー守玄齋 ☎201-7118 A-㉖
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
ギャラリーぴお B1 ☎681-5122 A-㉘
アートシュウ桜木町/第30回絵画展
10/6～10/11［休］無し［内容］葉書絵、色えんぴつ、
水彩、デッサン等約30点
水彩画教室 第15回パレット会展
10/13～10/18［休］無し［内容］スケッチ教室とフ
ラワー教室(透明水彩)の合同展

か行

冬が来る前にあたたかな木版画展Vol.Ⅷ
11/4～11/7［休］無し［内容］木版画、パステル。衣
川史、清藤千枝子、岡田紀子、洋子、美幸
YOKO KOJIMA ART展
11/18～11/20［休］無し［内容］天然の葉を使用し
たアート　
Meiko & naomi2人展「Lyrics」
11/10～11/14［休］無し［内容］フォトアーティスト 
naomi Medesign、スリンガーランド明子、写真、
グラフィック
夢のイストワール展Part6画廊賞記念 中島智子展
11/24～11/28［休］無し
夢のイストワール展Part6画廊賞記念 金光紀美子展
11/24～11/28［休］無し
GALERIE PARIS ☎664-3917 A-34
松下カツミ CAT! CAT! CAT!
9/22～10/1［休］無し［内容］絵画、デザイン
高嶋英男個展
10/4～10/15［休］10/11［内容］立体、平面
藤井健司 UNPAINTED BOARDERS
10/18～10/29［休］10/24［内容］大型平面作品等
渡部直『 ／ 』
11/1～11/12［休］11/7［内容］木彫
神まさこ個展
11/15～11/20［休］無し［内容］立体
ぎゃるりじん＆Chiyo’s ☎681-5900 A-35
ダバート
9/27～10/2［休］無し［内容］平面
倉田るみ個展
10/4～10/9［休］無し［内容］平面 会場:Jin/Chiyo’s
中村喜美子
10/11～10/16［休］無し［内容］平面
松本隆冶
10/18～10/23［休］無し［内容］木版画
イサオ シモカワ
10/25～10/30［休］無し［内容］平面
五十嵐桃華
11/1～11/6［休］無し［内容］書道
スコーピオンズ
11/8～11/13［休］無し［内容］平面
鈴木さおり
11/15～11/20［休］無し［内容］平面
久保田英津子
11/22～11/27［休］無し［内容］版画
花あとりえ咲
11/29～12/4［休］無し［内容］アートフラワー
ゴールデンギャラリー ☎201-7118 A-37
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

そごう横浜店美術画廊 ☎465-5506 B-④
中司満夫 絵画展
9/27～10/3［休］無し
大場節子 絵画展
9/27～10/3［休］無し
山田りえ 日本画展
10/4～10/10［休］無し
柳橋進・柳橋修二 作陶展
10/4～10/10［休］無し
比翼の会
10/11～10/17［休］無し
近代工芸逸品展
10/18～10/24［休］無し
近代洋画のあゆみ
10/18～10/24［休］無し
小木曽誠展
10/25～10/31［休］無し
今井完眞展
10/25～10/31［休］無し
アンティークのある暮らし～灯りを愉しむ～
11/1～11/7［休］無し
古宇田公仁展
11/8～11/14［休］無し
2022 Winter Antique Jewelry Collection
11/8～11/14［休］無し

さ行 仲通りギャラリー ☎211-1020 A-44
七澤恵子展
9/26～10/1［休］無し［内容］ミクストメディア
杉渕史子展
10/3～10/8［休］無し［内容］水彩
渡邉なるみ展
10/17～10/22［休］無し［内容］アクリル、水彩
小柴ファミリー展
10/23～10/29［休］無し［内容］油彩、水彩、クラフト
田邊昭 水彩画展
10/30～11/5　［休］無し［内容］水彩
太田貞成展
11/7～11/12［休］無し［内容］油彩、水彩
山田紀代展
11/14～11/19［休］無し［内容］アクリル、ミクス
トメディア、コラージュ
ウエトコ マサヨ展
11/21～11/26［休］無し［内容］ミクストメディア
成澤朱未 水彩画展
11/28～12/3［休］無し

な行

鶴見画廊 ☎584-7208 C-⑳
木村優博個展
9/29～10/8［休］火曜［内容］油彩
天野勝美作品展
10/12～10/17［休］無し［内容］フェルトアート等
石井行展
10/21～10/27［休］無し［内容］アクリル
遊於藝Joy in Art（2人展）
11/10～11/19［休］火曜［内容］ウチダヨシエと台
湾の作家金炫辰の版画
７人展
11/30～12/6［休］無し［内容］絵画、版画等
東鶴堂ギャラリー ☎090-9101-5654 C-㉑
崔賢徹展
10/10～10/16［休］無し［内容］油彩、鶴見風景
三人展
11/14～11/20［休］無し［内容］日本画、水彩、染色。
今木比奈子、吉田恵、田中恵美湖
東急百貨店たまプラーザ店 4階アートサロン
 ☎903-2441 C-㉒
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
にした版画、原画の展示販売
秋の逸品展
10/6～10/12［休］無し［内容］巨匠から若手まで。
油彩、日本画等
山下清展
10/13～10/19［休］無し［内容］初公開作品含む。
油彩、水彩、ペン画等
斎藤由比 絵画展
10/20～10/26［休］無し［内容］色鮮やかにヨー
ロッパの風景、花を描く
塩田満男 油絵展
10/27～11/2［休］無し［内容］美しい日本の自然
を描く
宏二郎展
11/3～11/9［休］無し［内容］蠟燭、波、森、川等を
描く
西林眞紀子展
11/10～11/16［休］無し［内容］墨を土台にモノ
トーンから多彩色で表現
女流画家協会小品展vol.2
11/17～11/23［休］無し
佐藤潤 絵画展
11/24～11/30［休］無し［内容］動物にまつわる風
習や吉祥を描く

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
モーヴ展 
10/3～10/9［休］無し［内容］油彩等約45点
YSK絵画同好会 絵画展
10/17～10/23［休］無し［内容］水彩等約45点
高橋昌彰展
10/24～10/30［休］無し［内容］油彩、水彩等約50点
びいどろ会展
10/31～11/6［休］無し［内容］油彩、水彩、書、写真等
キャンバス・アバウト展
11/7～11/13［休］無し［内容］油彩等約40点

梅香会展
11/14～11/20［休］無し［内容］油彩、水彩、アクリ
ル、岩絵の具等約60点
サロン デザール展
11/21～11/27［休］無し［内容］油彩、パステル、水
彩約50点
髙田勲個展
11/28～12/4［休］無し［内容］油彩等約25点

ま行

山手234番館 ☎625-9393 A-62
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
フォト彩り写真展
10/6～10/11［休］無し
第17回 愉しい写真展
10/14～10/17［休］無し
虹彩会水彩画展
10/20～10/25［休］無し
楽しい写真展
10/27～11/1［休］無し
第145回 横浜バラ展
11/3～11/8［休］無し［内容］横浜ばら会の会員が
育てたバラの展示
東京理科大OB美術同好会神奈川キーラピス
11/10～11/15［休］無し［内容］写真、絵画
酒井ゆみ子日本画個展「パンの旅・花の旅」
11/18～11/22［休］無し
KECA展示発表会
11/25～11/29［休］無し［内容］ハンドメイド、ク
ラフト
山手111番館 ☎623-2957 A-63
USAUSA－WORLD BEYOND展
10/20～10/25［休］無し［内容］動物のイラスト
幸、人形展
10/27～11/1［休］無し［内容］石粉粘土の人形等
グループ写真展「多彩」
11/3～11/8［休］無し
色鉛筆画展
11/10～11/15［休］無し［内容］絵画 
MadamKの着物作品展
11/25～11/28［休］無し［内容］人形着物作品
山の上ギャラリー ☎852-8855 C-㉕
九つ井－陶器・硝子－陶郷工房新作展
9/18～10/10［休］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
藤井慎介 木工展
10/15～11/9［休］月曜［内容］椅子、テーブル、キャビ
ネット等の手作り家具と漆塗りで仕上げたうつわ等
大須賀昭彦・和子 ステンドガラスの灯り展
10/15～11/9［休］月曜［内容］テーブルランプ、フ
ロアースタンド等
横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場
 ☎771-1212 C-㉘
第23回YOKOHAMA「星団｣写真展
10/19～10/25［休］施設点検日［内容］共同個展
横浜市岩間市民プラザ ☎337-0011 C-㉙
第20回 保土ケ谷区民写真展
9/24～10/1［休］不定休［内容］「わがまち保土ケ谷」
及び自由課題をテーマにした写真展
横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール
 ☎511-5711 C-34
第32回 豊彩会展
9/28～10/4［休］無し［内容］植田田鶴子、秋山美
佐子、伊藤よし子。油彩等100号以下
友の会 水彩画展
10/8～10/10［休］無し［内容］大倉、何部、子葉
第13回 悠友展
10/12～10/18［休］無し［内容］山下晟、森本良雄、
福島拓海
ぐるーぷ遊画 水彩画展
10/26～11/1［休］無し［内容］柳川俊夫、澤野達郎、
山田祥二郎。風景画主体、静物画人物画
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ 
 ☎866-2501 C-36
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

や行

浜野四郎 水彩画展
10/25～10/30［休］無し
2022アンデパンダン小品展
11/22～11/28［休］無し［内容］2023アンデパン
ダン展に先がけた小品展
美術画廊 ギャラリー桜木町 ☎261-8171 A-53
春田景子とグループ展
10/10～10/15［休］無し［内容］水彩、油彩、書等
f.e.i art gallery ☎325-0081 B-⑤
FEI PRINT WARD準大賞受賞者 戸田喜守展
9/27～10/7［休］土・日曜祝［内容］木版
蔵書票展－Exlibris－2022
10/13～10/28［休］土・日曜祝［内容］石橋佑一郎、
瀧本友里子、小倉咲枝、大橋朋美、賀口舟梧
やさしい時間(とき)展
11/7～11/25［休］土・日曜祝［内容］切り絵、陶器、
フェルト、ドライフラワー等展示販売。今野恵、小池
夕子、永野徹子、横田藍子
FEI ART MUSEUM YOKOHAMA 
 ☎411-5031 B-⑥
日本×台湾 現代漆藝交流展
10/1～10/14［休］月曜［内容］日本と台湾の漆芸
作家交流展第５回。伝統を継承し、新しい表現を追
求する漆芸の今。東南アジアの作品も紹介

日本・イタリア現代版画交流展
10/18～10/23［休］無し［内容］プリントザウルス
所属作家と、イタリア作家による作品交流展
第47回 翠嵐会美術展
10/25～10/30［休］無し［内容］神奈川県立横浜翠
嵐高等学校美術部の同窓生によるグループ展
多摩美術大学校友会4支部合同展
11/3～11/13［休］月曜［内容］神奈川支部、愛知支
部、台湾支部、韓国支部の合同展
第54回 白日会神奈川支部展
11/15～11/20［休］月曜［内容］1924年結成。写
実表現の可能性を追求した油彩、水彩等
アトリエ21 100枚のクロッキー展2022
11/22～12/4［休］月曜［内容］３名の作家のクロッ
キー展
ブラフ18番館 ☎662-6318 A-56
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
繋がりあってささえあって！
10/5～10/10［休］無し［内容］絵画教室「アトリエ
結Yui」の生徒作品
江本多華子＆門弟作品展
10/21～10/23［休］無し［内容］デコラティブペイ
ンティング、油彩
フォトサークル横浜山手 第八回写真展
11/2～11/7［休］無し　
トールペイント、アロマストーン作品展示
11/12～11/15［休］無し［内容］講師、生徒による
作品

万国橋ギャラリー ☎080-3388-2799 A-52
プニップクルーズ船の絵ギャラリー
2022秋YOKOHAMA
10/6～10/12［休］無し［内容］船の絵のイラスト
レーター中村辰美個展

は行

令和4年度（第29回）戸塚ふれあい文化祭
10/5～10/10［休］無し［内容］絵画、書道、華道、陶
芸、工芸等
大人の塗り絵～東海道五拾三次と向日葵の絵～
10/12～10/17［休］無し［内容］東海道五十五枚は
水彩画風に四年半かけて仕上げた作品
フォトクラブ柏桜・デジカメやまゆり合同写真展
10/18～10/24［休］無し 
第27回 友美会絵画展
10/25～10/31［休］無し［内容］自由に楽しく創作
した作品 
夢樹ゆめこだち透明水彩画展
10/27～10/31［休］無し［内容］旅先での自然ス
ケッチ 
緑風・水彩画展・2022
11/22～11/28［休］水曜［内容］人生楽しくをモッ
トーのシニア達の作品
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
みどりアトリエ作品展
10/13～10/16［休］無し［内容］幼児、児童の作品
約50点。
「睦木の会」「楽彫会」仏像彫刻合同展示会
11/9～11/13［休］無し［内容］精魂こめて彫られ
た仏像のコスモス（宇宙）、約70点
昭和館・しょうけい館・平和祈念展示資料館 3館連
携企画展
11/18～11/26［休］無し［内容］実物資料・写真資
料・映像資料等約150点
青葉区民芸術祭「作品展」
11/30～12/12［休］無し［内容］前期：11/30～12/5
絵画、文芸、書道。後期：12/7～12/12 美術工芸、
茶道、写真、華道
横浜市吉野町市民プラザ ☎243-9261 C-40
MOA美術館横浜市南区児童作品展
10/7～10/9［休］無し
大人の塗り絵展覧会
10/11～10/17［休］無し
秋の山草展
10/22～10/23［休］無し
第18回FCフォト展
10/25～10/31［休］無し ［内容］組み写真等
第16回いきいき文化展
11/2～11/5［休］無し ［内容］年金者組合横浜みな
み支部組合員の絵画（油彩、水彩、切り絵、版画）、書
道、写真、手作り小物、絵手紙、キルト、折り紙、支部・
サークル紹介等
第42回フォト亀楽写真展
11/8～11/14［休］無し ［内容］人との触れ合いと
生きがいを求めて制作した作品
第35回あかね展
11/29～12/4［休］無し ［内容］主催、横浜市退職小
学校長会。油彩、水彩、日本画、版画、彫刻、陶芸、工
芸等
横浜市歴史博物館 ☎912-7777 C-41
企画展「追憶のサムライ－横浜・中世武士のイメー
ジとリアル－」
10/8～11/27［休］月曜（祝日振替休日の場合は翌
日） ［内容］横浜の鎌倉武士、畠山重忠を中心に武士
のイメージはどのように創り語られてきたのか、実
際の資料からうかがえる彼らの実像にせまる
横浜髙島屋美術画廊 ☎311-5111 B-⑨
市川透 陶展
10/5～10/10［休］無し
小堤寿美子 彫刻展「皆 時の川を行く」－奏でる者も
飛ぶものさえも－
10/5～10/10［休］無し

藤島由美

華彩洋子《赤レンガ倉庫》

髙橋充（横浜の風景・赤レンガ倉庫1）

松田環


