
「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12月15日現在のものです）

宮本昌雄《工場71》1971年/紙本着彩、パネル/130.0×160.0cm
本作品は、「横浜市民ギャラリーコレクション展2023 描きたい風景」

（2023年2月24日～3月12日）に出品されます。

●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

川へのドア展
2/1～2/5 ［1F］
［主催］川へのドア
［内容］横浜国立大学の故、中尾誠先生に学んだメン

バーによる平面作品

女子美術大学プロダクトデザイン専攻卒業制作学外
展示
2/3～2/5 ［B1F/3F］
［主催］女子美術大学 プロダクトデザイン専攻
［内容］女子美術大学プロダクトデザイン専攻2023

年卒業制作展示会

合同写真展 フォト’23
2/7～2/12 ［全館］
［主催］フォト展実行委員会
［内容］横浜市を中心に県内外17団体による合同写

真展

第45回記念 日月書道展（公募）
2/15～2/20 ［全館］
［主催］日月書道会
［内容］漢詩、和歌、俳句を題材とした伝統的正統書

大作、小品、学生書初め等

第19回作品展「彩時記」日本風景写真協会神奈川支部
2/21～2/27 ［3FA］
［主催］日本風景写真協会 神奈川支部　
［内容］「日本の風景」をテーマにした写真展。大全紙

の写真67点展示

横浜国立大学 教育学部 書道ゼミ 卒業制作展
2/21～2/27 ［3FB］
［主催］横浜国立大学 教育学部 書道ゼミ
［内容］書道作品約20点

神奈川県警察職員美術展
2/22～2/26 ［2F］
［主催］一般社団法人神奈川県警友会
［内容］神奈川県警察職員等が制作した絵画、写真、

書道、手工芸の作品

横浜市民ギャラリーコレクション展2023 
描きたい風景
2/24～3/12 ［B1F/1F］
［主催］横浜市民ギャラリー
［内容］「描きたい風景」と題し、横浜を中心に国内か

ら国外まで、実際の風景をもとに描かれた作
品にスポットを当てる

第25回写真展OMSYSTEMズイコークラブ湘南支部
3/1～3/6 ［3FA］
［主催］OMSYSTEMズイコークラブ 湘南支部
［内容］会員が1年かけて撮影しプリントして額装

した作品60点展示

和光大学卒業制作展「はなればなれハレバレ」
3/1～3/5 ［2F/3FB］
［主催］和光大学表現学部 芸術学科
［内容］はなればなれの私達、巡り会う意味。和光大

学卒業制作展

第55回 主体美術神奈川作家展
3/7～3/13 ［2F］
［主催］主体美術協会 神奈川作家展
［内容］神奈川県在住の主体美術協会会員及び入選

作家による絵画展示

痕跡と追憶
3/14～3/19 ［2FB］
［主催］OMOU
［内容］「痕跡と追憶」をテーマにした様々な形式の

作品を多く展示

写真展AS
3/15～3/19 ［B1F/3F］
［主催］写真展AS
［内容］写真に対する想いが詰まった、自由で新しい

グループ展

カナソウトリエンナーレ2023
3/15～3/18 ［1F］
［主催］カナソウトリエンナーレ
［内容］横浜の某高校卒業生による写真等の展示。今

回で3回目の開催！

第70回 書作展
3/22～3/26 ［全館］
［主催］横浜書作協会
［内容］漢字、かな、詩文書、篆刻、刻字を網羅した公

募の書道展

第11回 横浜開港アンデパンダン展
3/28～4/3 ［全館］
［主催］横浜開港アンデパンダン展実行委員会
［内容］誰でも自由に出品でき、全員の作品が展示さ

れる開かれた展覧会

横浜髙島屋美術画廊 ☎311-5111 B-⑨
Connected glass展
2/8～2/13［休］無し［内容］ガラス

佐竹龍蔵展
2/8～2/13［休］無し［内容］日本画

春・華・景・明　
2/15～2/20［休］無し［内容］日本画

深見文紀展　
2/15～2/20［休］無し［内容］陶芸

木村英昭・杉田眞龍 二人展
2/22～2/27［休］無し［内容］茶陶

鈴木篤展　
2/22～2/27［休］無し［内容］彫刻

郡和子展
3/1～3/6［休］無し［内容］硝子

橋詰正英展
3/1～3/6［休］無し［内容］陶芸

令和名刀展
3/8～3/13［休］無し　

坂井直樹展
3/8～3/13［休］無し［内容］金工

高岡香苗・田﨑冬樹・堤岳彦 三人展
3/15～3/20［休］無し［内容］絵画

岸野承・寛展
3/22～3/27［休］無し［内容］彫刻、陶芸

金谷五良三郎展
3/22～3/27［休］無し［内容］金工

天野裕天展
3/29～4/3［休］無し［内容］彫刻

長谷川晶子展
3/29～4/3［休］無し［内容］洋画

横浜人形の家 ☎671-9361 A-68
こけしの世界
12/17～3/12［休］月曜［内容］書籍『こけし図譜』
の原画とモチーフとなったこけしを中心に、こけし
の起源とも言われる江戸期の東北の郷土玩具や這子
(ほうこ)、天倪(あまがつ)や、これからを担う若手
工人のこけしや、さまざまな木地玩具等を展示

や行

梅香る季節の中、横浜で画廊散歩はいかがですか。
横浜市民ギャラリーコレクション展2023 描きたい風景

2023年2月24日～3月12日［B1F/1F］開催

横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A-70
第19回 彩歩の会 淡彩・水彩風景画スケッチ画展
2/9～2/14［休］無し［内容］主催：彩歩の会

第52回 墨泉社書作展
3/3～3/6［休］無し［内容］主催：書道研究墨泉社

第41回 面友会能面展 
3/23～3/28［休］無し［内容］主催：面友会

横浜美術館 ☎221-0300 A-72
New Artist Picks: Wall Project
浦川大志｜掲示：智能手机ヨリ横浜仮囲之図
11/14～5/31［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。ミレニアル世代の感覚を描
き出す、浦川大志（うらかわ・たいし／ 1994年生
まれ）

横浜本牧絵画館 ☎629-1150 C-42
ヨーロッパの古典技法－絵画・額縁の魅力－
3/11～3/26［休］火曜［内容］ヨーロッパでの古く
からの技法は、その起源をギリシャ・ローマ時代に
までさかのぼり、先人達の積み重ねられた経験が、
やがて伝統となって受け継がれてきた。その工程は、
手順を遵守しなければならず、終始一貫して綿密な
手仕事の技による集積だと言える。Atelier LAPIS
は、価値観の多様化する現代社会の中で、かつて存
在した「素材から人の手による創作」による眩い価
値の中に、学ぶべき数多くの要素を探求

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特集展示「柳原良平と
船の旅」
10/4～3/26［休］月曜（祝日の場合は翌日）［内容］
柳原が乗船記をまとめた『船旅の絵本』（1972（昭和
47）年、文藝春秋）の原画を中心に、数々の船旅の中
で描かれた作品を展示

横浜ユーラシア文化館 ☎663-2424 A-74
江上波夫没後20年 ユーラシアへのまなざし―造形
の美と技
11/17～2/12［休］月曜（祝日の場合は翌日）［内容］
動物の形をした西アジアの土器や美しい輝きを見せ
るイスラーム陶器、中国の帯鉤（ベルトのバックル）
や馬具、モンゴル文字によるモンゴル語文書等、時
代も地域も異なる多彩な資料を展示

ギャラリーめぐり
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横浜市民ギャラリーの所蔵作品を隔月紹介します
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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!



・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
Connect with nature 自然界と繋がる
2/7～2/12［休］無し［内容］絵画

梓乃あず個展 －あまいろ－
2/14～2/19［休］無し［内容］アクリル絵具で描い
た抽象画、約20点

初花月展
2/20～2/26［休］無し［内容］陶器、イラスト画、ス
カーフとその原画等。デザイン、工芸に携わる3人
のグループ展

枯木生植vol.2
3/7～3/19［休］無し［内容］流木や古陶磁器に植物
を植栽

Collaboration Two by 領家咏子・伊藤宏美
3/21～3/26［休］無し［内容］あらゆる素材を使い
キャンバスに表現、約20点

あ行

ギャラリー守玄齋 ☎201-7118 A-㉖
第30回記念 神奈川県代表書家展
2/16～2/22［休］無し［内容］書、水墨画※ゴール
デンギャラリーと同時開催

第38回ぴおシティ書道コンクール《選抜》書初展
3/3～3/5［休］無し［内容］※ゴールデンギャラリー
と同時開催

第27回 千墨会展 
3/9～3/14［休］無し［内容］水墨画※ゴールデン
ギャラリーと同時開催

デジタル書作家協会展
3/29～4/2［休］無し［内容］書道

gallery fu ☎070-6429-8597 A-㉚
宮川慶子個展
3/16～4/2［休］月・火曜［内容］生命の生、生殖の性、
聖なるものの聖をテーマとした平面、立体作品

ギャラリーミロ ☎251-5229 A-㉛
冬の新潟紀行
2/6～2/19［休］無し［内容］上田耕造、岡田高弘、広
田稔、佐藤陽也

春田景子・言の葉絵の世界
2/20～2/26［休］無し［内容］油彩、書、絵手紙

岩崎美代子展 
3/13～3/19［休］無し［内容］日本画

阿部ひろみと水彩画仲間展
3/20～3/26［休］無し  

藤茂芳枝展
3/27～4/2［休］無し［内容］油彩等

ギャラリー Lei OHANA ☎941-6169 C-⑭
やきもHACCHI Otanico.
3/12［休］無し［内容］陶器、多肉の寄せ植え、ワー
クショップ

GALERIE PARIS ☎664-3917 A-34
早川剛・入江清美 二人展
2/14～2/25［休］日曜［内容］絵画

谷垣博子個展
3/21～3/30［休］無し［内容］絵画

ぎゃるりじん＆Chiyo’s ☎681-5900 A-35
イムソナ
2/21～2/26［休］無し［内容］グラフィックデザイ
ン 会場 Jin 

ハンジヨン
2/21～2/26［休］無し［内容］グラフィックデザイ
ン 会場 Chiyo's

公益財団法人 鶴見輝彦育英会 みらい美術館
 ☎222-8696 A-36
「超絶技巧ガラス展」～ガレ、ラリック、ティファニー
を中心に～
11/18～3/5［休］月・火・水・木曜［内容］超絶技巧
によって生み出されたアール・ヌーヴォー、アール・
デコ期のガラス作品約50点

ゴールデンギャラリー ☎201-7118 A-37
2023横浜國際書画展
2/1～2/5［休］無し［内容］水墨画

第50回 横浜国立大学墨友書展
2/9～2/12［休］無し［内容］書道

第30回記念 神奈川県代表書家展
2/16～2/22［休］無し［内容］書、水墨画※ギャラ
リー守玄齋と同時開催

RA art Gallery ☎288-8192 A-⑨
金子國義 コレクション展
2/8～2/19［休］月・火曜［内容］オルフェウスを中
心に貴重な原画作品も数点展示

春を感じる作品展
3/8～3/31［休］月・火曜［内容］ギャラリーコレク
ションから春を感じる作品を展示

1010美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑩
上田のり子plus 
2/11～2/18［休］水曜［内容］ノヴォシビルスク・
ビエンナーレ入賞作品等、親交のあった作家。版の
作品

－さくら－group show
2/25～3/5［休］水曜［内容］作家11人のさくら

まつい由美子－salade de fruits－
3/11～3/26［休］水曜［内容］平面作品

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482回企画展 大野公士展 
identification 〈後期〉
1/21～2/26［休］月曜

馬の博物館（根岸競馬記念公苑） ☎662-7581 C-④
テーマ展「馬のお世話のいまむかし」
12/10～2/12［休］月曜（祝日の場合は翌日）［内容］
馬は、5500年ほど前に家畜化されたと考えられて
いる。日本では、これまでどのように馬の世話がな
されてきたのか。今と昔で変わったこと、変わらな
いことを馬の博物館所蔵資料を通して考える

テーマ展「季語・馬　四季の風景」
12/10～2/12［休］月曜（祝日の場合は翌日）［内容］
馬に関する季語の解説や代表的な俳句を、関連する
実物、写真資料とともに紹介

大佛次郎記念館 ☎622-5002 A-⑭
テーマ展示「大佛次郎 美術の楽しみ―大佛次郎記念
館コレクションより」
1/6～4/16［休］月曜（祝日の場合は翌日）［内容］大
佛次郎が愛蔵していた美術品のうち、収蔵品の一部
をテーマ展示

大佛次郎×ねこ写真展2023
1/6～4/16［休］月曜（祝日の場合は翌日）［内容］大
の猫好き大佛次郎にちなんだ、猫いっぱいの楽しい
写真展

雲unun運展 ー雲が運ぶものたちー
3/27～4/2［休］無し［内容］一度として同じ形を留
めない雲を粘土で造形した空想世界

Art Gallery 山手 ☎628-0267 A-④
第14回 猫・ねこ写真展　PART1
2/3～2/12［休］無し

第14回 猫・ねこ写真展　PART2
2/17～2/26［休］無し

向井美織・矢野泉写真展
3/30～4/4［休］無し

アートスペースイワブチ ☎231-1662 A-⑤
第20回 四季彩 冬生展 12、1、2月生まれPart2
2/1～2/7［休］無し［内容］油彩、日本画、写真、彫刻、
水彩、その他  

楽しいどうぶつ展 描く、写す、作る
2/10～2/16［休］無し［内容］油彩、日本画、写真、
彫刻、水彩、その他  

春一番展
3/6～3/12［休］無し［内容］油彩、日本画、写真、彫
刻、水彩、その他

第2洋々展
3/20～3/26［休］無し［内容］油彩、水彩

横浜開港（アンデパンダン）花咲展
3/28～4/3［休］無し［内容］油彩、水彩、写真

神奈川県民ホールギャラリー ☎662-5901 A-⑯
フォトサークルB＆Wモノクローム写真展
2/14～2/19［休］無し［内容］9名がそれぞれ自由
にテーマを設定しアレンジした約60点

ギャラリーKAN ☎641-4751 A-㉔
甦る古布 田中みち子展
3/15～3/19［休］無し［内容］ドロ大島の着物地で
洋服バックと小物類、約70点

江戸ちりめんの押し絵展
3/28～4/2［休］無し［内容］羽子板、くま手、額装品、
約45点

ギャラリー伽羅 ☎842-1428 C-⑫
手作りきゃらSHOP
2/1～3/31［休］日・月曜祝［内容］着物リフォーム
服、布ぞうり、アクセサリー等。手作りの品多数

ギャラリー SHIMIZU ☎251-6177 A-㉕
SHAPE COLOR MIND2023
2/27～3/10［休］無し［内容］コンテンポラリー作
品による10名のグループ展

か行

JICA横浜 海外移住資料館 ☎663-3257 A-40
沖縄移民企画展示第二弾「雄飛ふたたび－沖縄移民
の歴史とウチナーンチュの絆」
10/29～2/12［休］月曜（祝日の場合翌日）［内容］
貴重な第一回ブラジル移民のパスポートを展示する
等、現在も故郷沖縄と深い絆で結ばれている世界の
ウチナーンチュ（沖縄の人）の姿を紹介 

そごう横浜店美術画廊 ☎465-5506 B-④
牧野環 日本画展
1/31～2/6［休］無し 

藤原秀一展
1/31～2/6［休］無し 

立川瑛一郎展
2/7～2/13［休］無し 

近代柿右衛門・今右衛門展
2/7～2/13［休］無し

河嶋淳司展 アニマル・グラフィティ
2/14～2/20［休］無し

猫・ねこ・ネコ展
2/14～2/20［休］無し

水津達大展
2/21～2/27［休］無し

現代ヨーロッパ絵画展
2/21～2/27［休］無し

第38回ぴおシティ書道コンクール《選抜》書初展
3/4～3/6［休］無し［内容］※ギャラリー守玄齋と同
時開催

第27回 千墨会展 
3/9～3/14［休］無し［内容］水墨画※ギャラリー守
玄齋と同時開催

第1回アトリエK展
3/16～3/21［休］無し［内容］水墨画

第60回 虹友書道展
3/29～4/2［休］無し［内容］書道

さ行

仲通りギャラリー ☎211-1020 A-44
荻原誠功 水彩画展
1/30～2/4［休］無し 

Nozography solo exhibition
2/9～2/14［休］無し［内容］元銀行員からカナダへ
渡航した作家の絵画作品

堀川貴永 作陶展
2/16～2/22［休］無し［内容］シンプルでありなが
ら存在感のある器

身野友之 油絵展
2/23～3/1［休］無し［内容］街並、大地、水辺等を
テーマとした写実的な作品

カトラン・カシニョール展
3/2～3/8［休］無し［内容］2人展

長谷川美菜メゾチント作品展
3/9～3/15［休］無し［内容］動物、植物を描いた銅
版画

阪井茂治・阪井くらら 作陶展
3/16～3/22［休］無し［内容］優美で華麗な鍋島焼
の作品

久木朋子 木版画展
3/23～3/29［休］無し［内容］万葉集や自然を描い
た多色刷木版画

宮下純郎 作品展
3/30～4/5［休］無し［内容］抽象や具象を取り入れ
自由に描かれた絵画

な行

鶴見画廊 ☎584-7208 C-⑳
第25回 路の会展
2/9～2/18［休］火曜［内容］浅野康則、大串孝二、木
村優博、林奈保美、平野知加子、前川隆敏

スプリング・コレクション展
2/27～3/4［休］無し［内容］版画

3B展
3/16～3/25［休］火曜［内容］日本画。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-㉒
籔内佐斗司ブロンズ作品展
2/2～2/8［休］無し［内容］ユーモアと鋭い機智で
独特の世界を作り、国内外にもファンが多い。新作
や干支等

た行

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）
2/6～2/12［休］無し［内容］油彩、水彩等

如月展
2/13～2/19［休］無し［内容］絵画、彫塑、工芸、写
真等

太平洋同人展
2/20～2/26［休］無し［内容］水彩、油彩、アクリル、
版画等

大村三千代個展
3/13～3/19［休］無し［内容］油彩、水彩等

ま行

横浜開港資料館 ☎201-2100 A-65
幻の写真家 チャールズ・ウィード－幕末日本の知
られざる風景－
1/28～3/12［休］月曜（休日の場合は翌日）［内容］
2021年に新たに見出されたウィードの撮影と推定
される約30枚の風景写真もまじえて、「知られざる
カメラマン」が撮影した幕末日本の光景を紹介

横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場
 ☎771-1212 C-㉘
第24回YOKOHAMA「星団｣ 写真展
3/22～3/28［休］無し［内容］共同個展

横浜市岩間市民プラザ ☎337-0011 C-㉙
保土ケ谷歴史まちあるき2023～オープンヘリテイ
ジ～「保土ケ谷の歴史的建造物パネル展」
2/23～2/27［休］無し［内容］保土ケ谷の歴史的建
物（寺社、町屋、洋館等）明治、大正、昭和期に存在し
た帷子川沿いの近代工場の写真と解説パネル等

横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール
 ☎511-5711 C-34
第12回サルビアこども絵画展
2/17～2/20［休］無し［内容］募集した小学生以下
のこどもたちの作品を展示。テーマ：①しぜん②自
由テーマ、出展者：横浜市内の小学6年生以下のこ
ども

郷右近健二 絵画展
2/23～2/27［休］無し［内容］横浜百景初期作品20
点と鶴見界隈の風景画と新作

YFDファッションコレクション2023
2/28［休］無し［内容］年間を通じて制作した各科学
生作品をショー形式で発表

公募 第19回たぶろう横浜展
3/29～4/4［休］無し［内容］風景、静物画等。中小原
司良、富田健三、河英愛

横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ 
 ☎866-2501 C-36
圭志PEN絵画個展
2/1～2/6［休］無し［内容］観る人によって自由に
変わるあなたの作品展

山上敏夫 世界のSL写真展
2/1～2/6［休］無し［内容］モノクロで表現した世
界のSLと沿線に暮らす人々、郷愁の原風景

みんなの写真展
2/7～2/13［休］無し［内容］写真部門、フォト川柳
部門、スマホ部門の展示

第10回 区民企画事業さくらチャレンジプロジェク
ト「サンクスフェスティバル（パッチワーク展＆ミ
ニコンサート）」
3/1～3/5［休］無し［内容］40年以上続くキルト教
室に感謝を込めて講師の孫とその友人によるミニコ
ンサートを予定

Sweet Home　パッチワーク・キルト展
3/16～3/20［休］無し

福爾摩沙台湾印象展
3/28～4/3［休］無し［内容］台湾芸術家の作品。水
墨画、書道、陶芸等

第30回フォトサークルオーロラ写真展
3/28～4/3［休］無し［内容］風景写真を中心に、動
物、街並み、鉄道、スナップ等

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 シリーズ陶の表現 茂田真
史展
1/7～3/19［休］第4月曜［内容］鉱物、水、火などの
自然の形象を取り入れながら造形し野焼きした作品
を、新作を含めて展示

山手234番館 ☎625-9393 A-62
遠藤和夫写真展
2/2～2/7［休］無し 

ユースギャラリー
2/9～2/14［休］無し［内容］元街小生徒の作品

カメラが恋する横浜山手西洋館
2/16～2/21［休］無し［内容］写真

アートが拓くもの・育むものVoLⅢ
2/23～2/26［休］無し［内容］シュタイナーに学ぶ
絵画作品

第9回T-grace写真展
3/2～3/7［休］無し 

YOKOHAMA「いにしえ名建築展」
3/9～3/14［休］無し［内容］ポップアップクラフト

I LOVE ROSES 23
3/17～3/21［休］無し［内容］会員によるばらの写真

日本画作品展
3/23～3/28［休］無し 

Kiela CollageArt きりがみ絵
3/30～4/4［休］無し 

山手111番館 ☎623-2957 A-63
EmikoNakai写真展 As ever
3/24～3/28［休］無し［内容］インドネシアバリ島
の人々を撮る

コンピュータグラフィックス ガーデン
3/30～4/4［休］無し［内容］CGアート

や行

多摩美術大学助手展2023
3/1～3/10［休］月曜［内容］5回目の開催　

imagining 2022
3/11～3/17［休］月曜［内容］横浜美術大学の助手、
副手による1年間の研究成果展

RE-USE WORKS by Artists となりの現代アート
3/21～4/2［休］月曜［内容］廃材等の素材で表現。
三上あゆみ、三枝聡、富丘珠子、タカハシトモコ、岡
典明、高橋ほづみ、富丘誠、常田泰由、若宮綾子、徳
田優子、はっとりこうへい、本多厚二

ブラフ18番館 ☎662-6318 A-56
花展・シャンフルーリーイズミと花の作家展
2/23～2/26［休］無し［内容］フラワーアレンジと
ハンドメイド作品

いずみ陶芸学院卒業制作展
3/14～3/18［休］無し

スケッチブック展inYokohama
3/26～3/31［休］無し［内容］素朴なスケッチ

万国橋ギャラリー ☎080-3388-2799 A-52
宮崎和之個展
2/7～2/13［休］無し［内容］絵画

美術画廊 ギャラリー桜木町 ☎261-8171 A-53
甦る着物展
2/19～2/24［休］無し 

f.e.i art gallery ☎325-0081 B-⑤
日常生活の冒険
2/6～2/17［休］土・日曜祝［内容］大越順子、佐治
良太郎、ハモニコ絵本 森 葉子

田澤苑実展
2/27～3/10［休］土・日曜祝［内容］植物の美しさ
をテーマに制作。日本画

土浪漫2023
3/15～3/29［休］土・日曜祝［内容］金本美香、林麻
依子、本間 賛。陶芸

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA 
 ☎411-5031 B-⑥
電子音浴－中動態の環境音－
2/2～2/8［休］月曜［内容］プログラミングで生成
した環境音による空間表現。Keita Miyanの初個展

横浜国立大学教育学部 美術科 卒業制作展・在校生展
2/14～2/26［休］月曜［内容］絵画、工芸、デザイン等

は行

あざみ野フォト・アニュアル2023潮田登久子 写真
展 永遠のレッスン
1/28～2/26［休］無し［内容］2018年第37回土門
拳賞、日本写真協会賞作家賞、第34回写真の町東川
賞国内作家賞を受賞した潮田登久子（1940年生ま
れ）の個展

あざみ野フォト・アニュアル2023横浜市所蔵カメ
ラ・写真コレクション展 写真をめぐる距離
1/28～2/26［休］無し［内容］横浜市民ギャラリー
あざみ野で収蔵している、約12,000件に及ぶ横浜
市所蔵カメラ、写真コレクションを展示

Fellow Art Gallery vol.48 毛利秀勝展
2/1～3/26［休］2/27［内容］ヨナワールド（社会福
祉法人さふらん会/愛知県）で活動する毛利秀勝の
作品を紹介。ボールペン、色鉛筆、クレヨン、布切り
絵、刺繍等

TONPEI Photo展
3/2～3/6［休］無し［内容］花や風景等を、それぞれ
の感性で表現。約40点

横浜あおば 玉田ガラス工房展
3/2～3/5［休］無し［内容］ベテランから初心者まで、
色鮮やかな吹きガラス作品による饗宴。約100点

第4回 写真展 ～心のままに～
3/2～3/6［休］無し［内容］旅先や日常で心が動か
された一瞬を表現。約50点

Gallery in the Lobby 横浜市所蔵カメラ・写真コレ
クション カメラ・フィルムのキャンペーン・グッズ
3/4～3/23［休］無し［内容］エントランスホールに
設置したショーケースで「横浜市所蔵カメラ・写真
コレクション」を、順次紹介。本会期では、販促に使
用された楽しいグッズを展示

第63回 東京綜合写真専門学校卒業制作展・研究科展
3/8～3/13［休］無し［内容］写真、映像、インスタ
レーション等。約300点

「水陽・明水会展」「水陽・ION会展」合同展
3/14～3/20［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

ずっとやりたかったことをやる会作品展
3/22～3/26［休］無し［内容］大人と子どもが好き
なことを絵画、工芸で表現。約80点

第9回 森村学園中高等部美術部展覧会
3/22～3/26［休］無し［内容］平面、立体を問わず
多様な作品を発表。約100点

「水陽・青葉会展」「水陽・美芳会展」合同展
3/28～4/3［休］無し［内容］風景や静物を透明水彩
で爽やかに表現。約300点

横浜市吉野町市民プラザ ☎243-9261 C-40
第21回 南期会展
3/22～3/27［休］無し［内容］横浜市立南高等学校
美術部OＢによる美術展

横浜市歴史博物館 ☎912-7777 C-41
企画展「活字 近代日本を支えた小さな巨人たち」
12/10～2/26［休］月曜(祝日振替休日の場合は翌
平日)［内容］活版印刷と漢字活字の誕生、活字と印
刷術の日本への伝来、その後の発展の歴史をたどる。
デジタルフォントに囲まれた現在の文字文化の原点
を探り、身近にある活字の世界を振り返る

横浜髙島屋美術画廊 ☎311-5111 B-⑨
伊賀・美濃・李朝陶 三人展
2/1～2/6［休］無し［内容］鈴木大弓、西岡悠、福島
一紘

丸山達也展
2/1～2/6［休］無し［内容］彫刻

猫写真展PART1

領家咏子・伊藤宏美
《collaboration》ミクストメディア2022

佐治良太郎《日常生活の冒険『赤い糸』》銅版画

籔内佐斗司《干支「卯」》ブロンズ2023年


