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ギャラリー

ホームページでも情報公開 !
www.yaf.or. jp/ycag/

市川保道《夕映（鶴見川）》
1988年／紙本着彩／ 117.0×91.0cm
●横浜市民ギャラリーの収蔵作品を毎月紹介します

横浜には140を超える画廊、展示施設があるのはご存知ですか?
街角にたたずむ個性的な画廊をハマの風に吹かれながら散歩するって
素敵じゃありませんか。
「横浜画廊散歩」は、情報をいただける市内の画廊の毎月の展覧会スケ
ジュールをご案内する情報誌です。
●「ヨコハマ•ギャラリー•マップ2013.7～2014.6版」とあわせてご活用ください。
（掲載されている展覧会情報は2013年9月25日現在のものです。）
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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)
231-0023 横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル1F
TEL:045-224-7920／ FAX:045-224-7928／URL:www.yaf.or.jp/ycag/

高い天井と自在な照明、外光が降りそそぐガラス貼りのゆるやかな
エクステリア。ゆったりと作品を鑑賞できるアートスペースです。
壁面：18m　床面積：51m2　天井高：3.1ｍ
利用料金　月曜日～土曜日の６日間　120,000 円（税別）

ギャラリー見学、ご相談などお気軽にお問い合わせください。 横浜市中区南仲通4-39-2 箕田ビル1F

問い合わせ先
045-211-1020　http://www.nakadori-gallery.com 

や行 横浜髙島屋美術画廊 ☎311-5111 D-⑰
指物師一瀬小兵衛展
10/30～11/5［休］横浜髙島屋休業日
八代清水六兵衛展
11/6～12［休］横浜髙島屋休業日［内容］茶道具
四季の花 中島千波 カレンダー原画展
11/6～12［休］横浜髙島屋休業日
今井信吾洋画展
11/13～19［休］横浜髙島屋休業日
タカシマヤのばら アートセッション
11/13～19［休］横浜髙島屋休業日［内容］洋画
手のひらの小宇宙 現代根付展
11/20～26［休］横浜髙島屋休業日
小堤寿美子彫刻展 遥かな祈り
11/20～26［休］横浜髙島屋休業日
陶・今井眞正展
11/27～12/3［休］横浜髙島屋休業日
笹井史恵漆芸展
11/27～12/3［休］横浜髙島屋休業日
横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A-72 b2
第33回横浜能面展10/31～11/5［休］会期中無し
第31回川村造形美術2013展
11/7～12［休］会期中無し
第35回 写GIRL展
11/28～12/3［休］会期中無し［内容］写真
横浜バロック関内サロン ☎263-4127 A-73 c2
60年代～80年代来日ミュージシャン・ポスター展
11/2～8［休］会期中無し［内容］同時開催：11月
2、3、4日19時～秋の音楽祭
多摩美・武蔵美展11/17～23［休］会期中無し
横浜美術館 ☎221-0300 A-74 a1
横山大観展̶良き師、良き友̶
10/5～11/24［休］木曜［内容］大正時代に焦点を
当て、新感覚溢れる作品が生み出された背景を探る
横浜みなと博物館 ☎221-0280 A-75 b1
企画展「横浜港と関東大震災̶震災からの復興̶」
9/28～11/17［休］月曜（祝日の場合は翌日）［内容］
港湾施設や工場の復興、横浜港に関係する生糸商人
をはじめとする財界人たちの行動などを紹介
横浜みなと町ギャラリー ☎662-1708 A-76 c2
ダークルーム木曜会写真展
10/31～11/11［休］会期中無し
アラメヤ本舗企画展
11/12～17［休］会期中無し［内容］ロコ・サトシを
中心に集まったアーティストたち
第43回錦鳳会佐賀錦展示会
11/22～24［休］会期中無し［内容］200年前に鍋島
家にて考案された絢爛豪華な織物の展示
横浜ユーラシア文化館 ☎663-2424 A-77 b3
開館10周年記念特別展「遣唐使は見た！̶憧れの
国際都市 長安̶」
11/1～1/13［休］月曜（祝日の場合は翌日）、年末年
始（12/28～1/3）［内容］遣唐使が何を目指し、何を
見聞し、何を請来したのか、その実態に迫る
吉田町画廊 ☎252-7240 A-78 c2
第9回ローズドレ水彩画展
10/28～11/3［休］会期中無し
今井信二個展
11/4～10［休］会期中無し［内容］陶芸
第一回淡彩スケッチ3人展11/11～17［休］会期中無し
第42回碧展
11/18～23［休］会期中無し［内容］油彩 グループ展  
ペンで描く私たち展1st.
11/25～12/1［休］会期中無し［内容］足助久美子
スケッチ教室展

横浜市神奈川区民文化センターかなっくホール
 ☎440-1211 C-⑬
風-breeze-展̶光の輝きが感じられる絵画をめざ
して̶
11/6～11［休］会期中無し［内容］水彩
恵友会・彩友会 合同水彩画作品展
11/12～17［休］会期中無し［内容］風景・静物
第38回日本新水墨派展
11/12～17［休］会期中無し［内容］約20点
第11回ヨコハマ写心塾展̶Feel & Heal̶
11/19～25［休］会期中無し
2013横浜フォトネイチャー写真展̶自然風景写真
四季の彩り̶
11/19～25［休］会期中無し
MOA美術館神奈川県児童作品展̶美育の秋を楽し
もう̶
11/28～12/1［休］会期中無し［内容］小学生を対
象とした絵画の公募作品
横浜市栄区民文化センターリリス
 ☎896-2000 B-⑲
栄区民芸術祭2013写真展 
11/1～5［休］会期中無し［内容］風景・スナップ等 
栄区民芸術祭2013陶芸展
11/1～5［休］会期中無し［内容］日常雑器・花入れ等 
栄区民芸術祭2013美術展  
11/12～16［休］会期中無し［内容］水彩・油彩・水
墨等   
第13回グループ彩雲作品展
11/19～24［休］会期中無し［内容］水彩・日本画
栄フォトクラブ写真展 
11/19～25［休］会期中無し［内容］風景写真
横浜栄楽クラブ写真分科会・第13回写真展
11/26～12/2［休］会期中無し［内容］グループ展 
澄＊押し花クラブ作品展
11/28～12/1［休］会期中無し［内容］土・日体験
会あり
横浜市戸塚区民文化センターさくらプラザ
 ☎866-2501
カリグラフィー (西洋書道)作品展
10/29～11/4［休］会期中無し
複線の会油彩画展2013
10/30～11/4［休］会期中無し
みのり会 水墨・墨彩画展11/5～11［休］会期中無し
ウィービング・絵織り作品展
11/6～11［休］会期中無し
すなおにかいた身近な花展
11/14～18［休］会期中無し［内容］水彩
白水写生会 絵画展
11/13～18［休］会期中無し［内容］油彩・水彩
四季彩くらぶのはがき絵 扶☆ミキグループ展
11/20～25［休］会期中無し［内容］水彩
第4回いきいき作品展
11/20～24［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・陶芸等
第4回とつかお結び広場
11/27～12/1［休］会期中無し［内容］水彩・彫刻・
写真等
斎東正之 写真展「ギンザ・リフレクション」「リバー
サイド」
11/27～12/2［休］会期中無し
横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 E-⑩
あざみ野コンテンポラリー vol.4 スーパーピュア
展2013-my rule, my style
10/26～11/17［休］10/28［内容］障がいのある
アーティストたちの世界
第46回公募 竹青社書展11/21～12/1［休］11/25
横浜市吉野町市民プラザ ☎243-9261 D-⑱
虹の会
11/6～10［休］会期中無し［内容］水彩・パステル・
デッサン
第四回彩優会展
11/13～17［休］会期中無し［内容］水彩
第三回竹生印人会篆刻展
11/26～12/1［休］会期中無し
横浜市歴史博物館 ☎912-7777 E-⑪
企画展「横浜市立大学コレクション・古地図の世界
̶地球のかたちと万国の大地̶」
10/12～11/24［休］月曜(祝日の場合は翌日)
［内容］鮎澤信太郎氏収集の古地図・地誌や梵暦等

リーブギャラリー ☎253-7805 A-80 c2
上原収二展
10/28～11/3［休］会期中無し［内容］水彩
木下博寧展
11/4～10［休］会期中無し［内容］油彩・水彩
堀越正子展
11/11～17［休］会期中無し［内容］草木染・陶器
葉山倶楽部展
11/18～24［休］会期中無し［内容］白井洋子教室展
小澤淳展
11/25～12/1［休］会期中無し［内容］水彩

ら行



神奈川県民ホールギャラリー ☎662-5901 A-⑬ b3
第19回アルカンシエル支部写真展
10/28～11/3［休］会期中無し
葉山倶楽部展̶水彩画̶
10/28～11/3［休］会期中無し
パッチワーク・キルト展
10/29～11/3［休］会期中無し［内容］新作キルト等
第44回黄墨会展
11/4～10［休］会期中無し［内容］水墨画
第6回彩月会水彩画展
11/4～10［休］会期中無し［内容］四季の風景画
第18回横浜書人会展 学生部・一般部
11/5～10［休］会期中無し
イレブンフォトクラブ 写真展
11/11～17［休］会期中無し
寺田恭子パッチワーク・キルト展
11/11～17［休］会期中無し
第77回湘南水彩展
11/11～17［休］会期中無し［内容］約110点
THE横浜展
11/19～24［休］会期中無し［内容］「横浜」をテー
マにした絵画展
第60回神奈川県高等学校美術展
11/27～12/1［休］会期中無し［内容］絵画・彫刻・
デザイン等約800点
神奈川県立かながわ労働プラザ・ギャラリー
 ☎633-5413 A-⑭ c3
薫秋会作品展11/1～3［休］会期中無し
フォト亀楽写真展11/6～11［休］会期中無し
萌一会作品展11/13～18［休］会期中無し［内容］絵画
神奈川県立地球市民かながわプラザ
 ☎896-2121 B-③
カリノオモテ̶仮面の文化̶
10/12～12/8［休］月曜［内容］仮面展と仮面儀礼
を写した石川直樹写真展の2部構成
神奈川県立歴史博物館 ☎201-0926 A-⑮ b2
こもんじょざんまい̶鎌倉ゆかりの中世文書̶
10/5～12/1［休］月曜（祝日は開館）、11/5［内容］
源頼朝や源義経などの文書をはじめ、寺社に秘蔵さ
れてきた珍しい古文書を展示
ガレリアセルテ ☎651-5471 A-⑯ c2
村田恭一 個展10/28～11/3［休］会期中無し
鈴木知子水彩画展11/4～9［休］会期中無し
金泉陽子個展
11/10～16［休］会期中無し［内容］油彩 一水会会員
festa2013  ALTE YOKOHAMA 多摩美展
11/18～24［休］会期中無し［内容］神奈川多摩美術
大学同窓生展
田中泰道・田中千代子二人展
11/25～12/1［休］会期中無し［内容］山岳画・ボタ
ニカルアート
画廊土瓶 ☎641-9318 A-⑱ c2
松本教室日本画展11/11～16［休］会期中無し
画廊 楽 ☎681-7255 A-⑲ c3
SMAC展
10/28～11/3［休］会期中無し［内容］油彩・水彩
絵彩の会
11/4～10［休］会期中無し［内容］油彩・水彩
岩沢詠弐（3人展）11/18～24［休］会期中無し
高橋朋子個展
11/18～24［休］会期中無し［内容］油彩
遊展
11/25～12/1［休］会期中無し［内容］日本画
Gallery ARK ☎681-6520 A-⑳ c3
美齊津匠一展
10/31～11/9［休］日曜［内容］ミクストメディア
鈴木聖峯展
11/14～23［休］日曜［内容］ミクストメディア
山本冬彦が選ぶ若手作家小品展
11/28～12/7［休］日曜［内容］油彩・水彩等
gallery and cafe fu ☎070-6429-8597
熱田沙緒里個展「SAO’s Sweet World̶お菓子の家」
10/29～11/3［休］会期中無し［内容］ お菓子でつ
くった立体
まつながえみリトグラフ展「モノモノ」
11/5～17［休］月曜
清水玲個展「平で和やかなコンポジション」
11/19～12/1［休］月曜［内容］インスタレーション

art gallery,on the wind ☎251-6937 A-② c2
ハッピークリスマス展11/30、12/1、7、8
Art Gallery 山手 ☎628-0267 A-③ b4
手作り3人展
10/31～11/5［休］会期中無し［内容］羊毛クラフ
ト：宇田真砂子、皮革アクセサリー：小島厚子、手織
り：山田御秩子
小さな世界展̶ＣＤケースを使って̶
11/8～17［休］会期中無し［内容］水彩・金工・刺繍等
暮らしに彩りを明日もきらめく展̶あなたのために
花たちの装い̶
11/21～26［休］会期中無し［内容］プリザーブドフ
ラワーと器：須田祐子
アートスペースイワブチ ☎231-1662 A-④ b1
楽陶会
10/31～11/4［休］会期中無し
4人展
11/16～22［休］会期中無し［内容］彫刻・版画・写真
art Truth ☎263-8663 A-⑤ b4
坪井富佐乃銅版画展
10/30～11/4［休］会期中無し
武永リヨ個展
11/6～11［休］会期中無し［内容］油彩
ミズノホナル個展
11/13～18［休］会期中無し［内容］水彩
コムロレイコ個展
11/20～25［休］会期中無し［内容］ミクストメディア
鈴木ひろみ個展
11/27～12/2［休］会期中無し［内容］木版画
旭ギャラリー ☎955-3388 D-②
宮本豊蔵展
11/8～24［休］会期中無し［内容］油彩
ATELIER K・ART SPACE ☎651-9037 A-⑦ c3
グループ選抜展
11/7～17［休］月曜［内容］平面・立体等
津田恵子展
11/20～30［休］月曜［内容］銅版プラスコラージュ
エリスマン邸 ☎211-1101 A-⑩ b4
アトリエアジュールシャドーボックス作品展
11/1～5［休］会期中無し［内容］立体
「二人展」
11/14～19［休］会期中無し［内容］油彩・版画
大船美術画廊（旧 GALLERY大船宝飾）
 ☎894-0491 B-④
第6回大河グループ展
11/3～12［休］水曜［内容］油彩
木の象嵌作品展
11/21～26［休］会期中無し
大佛次郎記念館 ☎622-5002 A-⑪ b4
テーマ展示「90年前のメディアミックス〈新聞・雑
誌・映画〉̶ 大佛次郎、登場̶」
7/20～11/17［休］月曜（祝日の場合は翌日）［内容］
「照る日くもる日」で新聞デビューした若き大佛の
挑戦と90年前のメディアネットワークに迫る
ミニ展示「大佛次郎の音楽館」
9/25～11/4［休］月曜（祝日の場合は翌日）［内容］大
の音楽好きだった大佛次郎の音楽評論など約20点
テーマ展示「鞍馬天狗」誕生90年
11/20～3/16［休］月曜（祝日の場合は翌日）、年末
年始［内容］雑誌「ポケット」編集者の鈴木徳太郎書
簡を中心に、代表作「鞍馬天狗」誕生の経緯を明らか
にする

神奈川近代文学館 ☎622-6666 A-⑫ b4
特別展「生誕140年記念 泉鏡花展̶ものがたりの
水脈̶」
10/5～11/24［休］月曜（11/4は開館）［内容］ 日本
幻想文学の先駆者として高く評価され、鎌倉、逗子な
ど神奈川とのゆかりも深い作家の生涯と作品を紹介
新収蔵資料展2013年
11/30～1/26［休］月曜（12/23、1/13は開館）、年
末年始（12/28～1/4）
同時開催：「文学の森へ 神奈川と作家たち」展第２部
芥川龍之介から中島敦まで（付：大佛次郎没後40周
年コーナー）

あ行

か行

スペースナナ（旧名ギャラリーナナ）
 ☎482-6717 E-⑥
幸せをつなぐフェアトレード展̶2013/秋
10/30～11/10［休］11/4、5
やぶざくら会作品展̶染・織・陶を楽しく̶
11/13～17［休］会期中無し
そごう美術館 ☎465-5515 D-⑦
知られざるミュシャ展 故国モラヴィアと栄光のパリ
10/19～12/1［休］会期中無し［内容］約160点。油
彩・水彩・素描等30点以上が日本初公開
そごう横浜店美術画廊 ☎465-5506 D-⑧
岡田眞治日本画展10/29～11/4［休］会期中無し
日本画秀作絵画展10/29～11/4［休］会期中無し
伊藤正宏洋画展11/5～11［休］会期中無し
ヴィクトリアンジュエリー展
11/5～11［休］会期中無し
長門和恵洋画展11/12～18［休］会期中無し
田中善明油絵展11/12～18［休］会期中無し
熊谷有展洋画展11/19～25［休］会期中無し
日本の四季 黒澤信男洋画展
11/19～25［休］会期中無し
うるしの道展11/26～12/2［休］会期中無し
小池壮太洋画展11/26～12/2［休］会期中無し

鶴見画廊 ☎584-7208 C-⑨
POT HOOK#6 日本画展̶鶴巻謙郎×古市正彦̶
10/26～11/2［休］会期中無し
ウチダヨシエ展
11/7～14［休］会期中無し［内容］版画・ドローイング
さまざまな視点
11/20～25［休］会期中無し［内容］グループ展
ナイスガイ展
11/27～12/2［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・
パステル画等

た行

日本新聞博物館 ☎661-2040 A-47 b3
「手から手へ」展̶絵本作家から子どもたちへ 3.11
後のメッセージ̶
10/26～12/23［休］月曜（祝日の場合は翌日）

な行

万国橋ギャラリー ☎201-8103 A-54 b2
佐藤昭子・大村潤子 二人展
10/29～11/4［休］会期中無し［内容］絵画・陶版・
陶芸
横浜小品盆栽展
11/8～10［休］会期中無し
グループ森展
11/12～18［休］会期中無し［内容］植物画
自由スケッチ展
11/19～25［休］会期中無し［内容］油彩・水彩
宮内達夫展
11/26～12/2［休］会期中無し［内容］木版画
f.e.i art gallery ☎325-0081 D-⑨
ノグチミエコ展
10/28～11/15［休］土曜・日曜・祝日［内容］ガラス
笠原芳幸展
11/25～12/23［休］土曜・日曜・祝日［内容］日本画
FEI ART MUSEUM YOKOHAMA
 ☎411-5031 D-⑩
翠嵐会美術展
10/30～11/4［休］会期中無し［内容］横浜翠嵐高
校同窓生の油彩・水彩・書等
第45回白日会神奈川支部展
11/19～24［休］会期中無し［内容］油彩・水彩
アトリエ21展
11/26～12/8［休］月曜［内容］東京藝術大学同期3
人によるグループ展
ふれあいショップさんぽみちギャラリー
 ☎895-8998 B-⑫
出前・楽志倶
11/11～24［休］11/18［内容］クリスマスをテー
マにしたワークショップ・展示・販売
中川清・水彩画展（仮称）
11/25～12/8［休］会期中無し

は行

ギャラリー日吉 ☎563-5898 C-⑦
光彩写楽第3回写真展「写真美」
11/9～10［休］会期中無し
版画アートラリーかながわ’13参加企画展
　佐藤武作品展
　11/1～6［休］会期中無し
　梢展
　11/12～17［休］会期中無し［内容］絲りつ・室井
弘道。版画・水彩・アクリル等

　内山良子木版画展
　11/19～26［休］会期中無し
ギャラリーミロ ☎251-5229 A-32 c2
風響会日本画展
10/28～11/3［休］会期中無し
山水会日本画展
11/4～10［休］会期中無し
GREEN PEPPER展
11/11～17［休］会期中無し［内容］油彩・彫刻等
ミマス絵画会展
11/18～24［休］会期中無し［内容］油彩・水彩
八人会墨彩画展
11/25～12/1［休］会期中無し
ギャラリー Lei OHANA ☎941-6169 E-⑦
花アトリエ あんずの森クリスマス展　
11/15～17［休］会期中無し［内容］吉岡美佐子の
X'mas & お正月リース・アレンジ
芳野たま美陶磁展
11/22～24［休］会期中無し［内容］象嵌色絵と器
ギャルリーパリ ☎664-3917 A-35 b3
高屋修展
10/28～11/2［休］会期中無し［内容］油彩
永野のり子展
11/4～9［休］会期中無し［内容］平面
斑目嘉子展
11/11～16［休］会期中無し［内容］油彩
ORIZZONTI展
11/18～23［休］会期中無し［内容］コンテンポラ
リージュエリー
生方純一個展
11/25～12/7［休］日曜［内容］油彩
ゴールデンギャラリー ☎201-7118 A-40 b1
14回大日本書芸院横浜地区連合書道展
10/31～11/5［休］会期中無し
47回春秋会書作展11/7～12［休］会期中無し
5回俊游会書展11/14～19［休］会期中無し
33回日本総合書芸院選抜展
11/22～26［休］会期中無し
30回産経神奈川百選展
11/28～12/3［休］会期中無し
黄金町エリアマネジメントセンター
 ☎261-5467 B-⑦
黄金町バザール2013
9/14～11/24［休］月曜（祝日の場合は翌日）［内容］
「アートによるまちづくり」をテーマに国内外15組
のアーティストが参加
ワンデイバザール
11/10［内容］毎月恒例の地域とアートのイベント

さくら画廊 ☎846-3987 B-⑨
さくら画廊6人展
10/26～11/3［休］10/30［内容］増山弘志・前川隆
敏・武田敏夫他　油彩・水彩約25点
佐橋井久子個展
11/7～18［休］11/13［内容］水彩・デッサン等約30点
Monami-N展（モナミＮ展）
11/21～25［休］会期中無し［内容］油彩約25点
三溪園 ☎621-0635 B-⑩
菊花展
10/26～11/23［休］会期中無し［内容］大菊や懸崖、
小菊盆栽等約500点
財団設立60周年記念特別展 今村紫紅展̶横浜の
いろ  11/2～12/8［休］会期中無し
［内容］横浜出身の近代画家・今村紫紅の、新しい日
本画の息吹を感じさせる作品を紹介
紅葉の古建築公開̶物語のある古建築 横笛庵、林
洞庵  11/23～12/15［休］会期中無し
［内容］平家物語、忠臣蔵にゆかりの建物の内部を、
その沿革・由緒等とともに紹介

さ行

ギャラリーオオノ ☎641-2275 A-㉑ b4
手作り作品展示即売会「TAMATEBAKO̶VOL6̶」
10/29～11/3［休］会期中無し［内容］アクセサリー・
袋物等
由楽̶yura̶
11/5～10［休］会期中無し［内容］ 大戸由美子の陶芸品
華彩洋子展̶ヨコハマの風と薫り̶
11/12～17［休］会期中無し［内容］花と横浜風景の
水彩・銅版画
神奈川美術協会有志小品展
11/19～24［休］会期中無し［内容］油彩・水彩等
第6回ふたり展
11/26～12/1［休］会期中無し［内容］芳本美代子
と日下部幸枝の織物・古布・染物・焼物等
ギャラリーかれん ☎543-3577 C-④
いろ・iro・彩
10/28～11/2［休］会期中無し［内容］裂き織・アク
セサリー等
糸遊の会
11/4～9［休］会期中無し［内容］手織り作品
パンフラワー＆ポーセリンペインティング展
11/11～16［休］会期中無し［内容］山本雪子の作品
企画展 かれんと作家の合同展
11/18～23［休］会期中無し［内容］絵画
ギャラリーKAN ☎641-4751 A-㉓ c3
たちばなや政隆・現代押し絵展
11/5～10［休］会期中無し［内容］羽子板・桐箱等
和・布あそび「着物をリメイクした洋服展」
11/19～24［休］会期中無し［内容］6人のグループ
展。洋服・バック等約150点
ギャラリー伽羅 ☎842-1428 B-⑤
手作りきゃらSHOP
10/29～11/30［休］日曜・月曜・祝日［内容］着物
リフォーム服・バック等
ギャラリーこやま ☎545-1105 C-⑤
土曜の仲間展
11/1～7［休］会期中無し［内容］山崎和子らの油彩
太田秀雄 油・水彩作品展
11/11～17［休］会期中無し［内容］静物・風景23点
佐藤光男ハガキ絵・淡彩画展
11/23～29［休］会期中無し［内容］古都を訪ねて
ギャラリー SHIMIZU ☎251-6177 A-㉕ c2
秋まつり展
10/26～11/1［休］会期中無し［内容］平面・インス
タレーション等グループ展
東京展かながわプロジェクトPart I
11/5～10［休］会期中無し［内容］平面グループ展
東京展かながわプロジェクトPart II
11/11～16［休］会期中無し［内容］平面グループ展
田中擴和個展
11/18～24［休］会期中無し［内容］油彩・水彩30点
立体展2013
11/26～12/2［休］会期中無し［内容］立体グルー
プ展
ギャラリー守玄斎 ☎201-7118 A-㉖ b1
14回大日本書芸院横浜地区連合書道展
10/31～11/5［休］会期中無し
青龍会書展11/7～10［休］会期中無し
30回産経神奈川百選展
11/28～12/3［休］会期中無し
ギャラリーダダ ☎461-1533 D-④
澤海謹二個展
10/30～11/5［休］会期中無し［内容］油彩
笹倉貫聖個展
10/30～11/5［休］会期中無し［内容］アクリル
押し花展
11/6～12［休］会期中無し［内容］勝美代子他
染めの会展
11/13～19［休］会期中無し［内容］染色 酒井那津
子他
古関聖慈展
11/20～26［休］会期中無し［内容］仏画・書
廣田幸子水彩画展11/27～12/3［休］会期中無し
まり絵展
11/27～12/3［休］会期中無し［内容］多田まり絵の
水彩等
ギャラリーぴお ☎681-5122 A-㉚ b1
水彩画教室 第6回パレット会展
10/31～11/6［休］会期中無し［内容］風景・静物等

※各ギャラリーの右端の表記は、別紙「ヨコハマ•ギャラリー•マップ2013.7～2014.6版」と連動しています。

みつい画廊 ☎261-3321 A-57 c2
八幡港二展
10/28～11/2［休］会期中無し［内容］ 油彩・スケッチ
壱谷兄弟二人展
11/4～10［休］会期中無し［内容］油彩・漆塗り
キャンバス・アバウト展
11/11～17［休］会期中無し［内容］油彩等
汎土会展11/18～24［休］会期中無し［内容］油彩
描の会展11/25～12/1［休］会期中無し［内容］油彩
みなとみらいギャラリー ☎682-2010 A-59 a1
2013 SATOMI EXHIBITION
10/29～11/4［休］会期中無し［内容］絵画
創雅書道展10/29～11/4［休］会期中無し
第29回「写団かもめクラブ」写真展
10/29～11/4［休］会期中無し

ま行

山手234番館 ☎625-9393 A-62 b4
アートが拓くもの・育むもの
11/2～5［休］会期中無し［内容］絵画
二人展11/7～12［休］会期中無し［内容］写真
カプリス（気まぐれ）三人展
11/14～19［休］会期中無し［内容］油彩
クレイクラフト＆写真＆コラージュのコラボ展
11/21～26［休］会期中無し
山手111番館 ☎623-2957 A-63 b4
Kamyuri（カミュリ） Boutis（ブティ） Class展
11/1～6［休］会期中無し［内容］フランスキルト
横浜陶芸センタークラブ作品展
11/8～12［休］会期中無し［内容］陶磁器
さくらん布ぞうり＆リボンレイコラボ展
11/15～20［休］会期中無し
第６回もえぎの会展
11/22～27［休］会期中無し［内容］絵画・陶芸
横浜赤レンガ倉庫1号館 ☎211-1515 A-64 a2
第69回ハマ展̶赤レンガから未来へ̶
前期（10/27～11/2）洋画［休］11/3
後期（11/4～10）日本画・彫刻立体・写真
ハーバーテイル・ツアー2013 at 横浜赤レンガ倉庫
1号館
11/1～10［休］会期中無し［内容］I.TOONのアニ
メーション・キャラクターのミニ上映と資料展示
横浜開港資料館 ☎201-2100 A-65 b3
企画展「宣教医ヘボン－ローマ字・和英辞典・翻訳
聖書のパイオニア」
10/18～12/27［休］月曜（11/4、12/23は開館）、
11/5、12/24［内容］幕末の横浜に宣教医として来
日したヘボンの活動とその影響をたどる
横浜市泉区民文化センターテアトルフォンテ
 ☎805-4000 D-⑬
泉区民文化祭
10/24～11/4［休］会期中無し［内容］写真・絵画・
彫刻・手芸等
横浜市磯子区民文化センター杉田劇場
 ☎771-1212 B-⑯
YOKOHAMA「星団」写真展
11/6～11［休］会期中無し
横浜市磯子区民ホールギャラリー
 ☎750-2393 B-⑰
碧の会10/31～11/5［休］会期中無し［内容］絵画
磯子写友会
11/7～12［休］会期中無し［内容］写真
ジャパンケア横浜滝頭デイサービス
11/14～19［休］会期中無し［内容］リサイクル工芸品
一洋会11/21～26［休］会期中無し［内容］絵画
浜彫面友会
11/28～12/3［休］会期中無し［内容］木彫・面彫
横浜市岩間市民プラザ ☎337-0011 Ｄ-⑭
第14回蝸墨会水墨画展
11/26～12/2［休］会期中無し
横浜市神奈川区民文化センターかなっくホール
 ☎440-1211 C-⑬
第2回みずのえ会展̶水彩画同好会̶
10/29～11/4［休］会期中無し
道̶第7回 プローバー’01写真展̶
11/5～11［休］会期中無し［内容］約40点

や行


