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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/

栃木順子《すいへいせん》
1985年／油彩、キャンバス／ 130.2×193.8cm
●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5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 

ぎゃるりじん＆Chiyo's ☎681-5900 A-37 c3
コラボ宇田写真展
7/23～28［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8回合同展えるむ ～水彩、アクリル、パステル～
7/23～28［休］会期中無し［内容］渡辺享子先生に指
導を受ける6グループの合同展
　みなとみらいギャラリー ☎682-2010 A-59 a1
書と遊印の二人展
7/23～28［休］会期中無し［内容］書道
　第８回蒼木かな展
7/23～28［休］会期中無し［内容］写真・散文
　万国橋ギャラリー ☎201-8103 A-54 b2
ハマ展 会員・会友受賞者展
7/23～29［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・写真・
彫刻
　ギャラリー SHIMIZU ☎251-6177 A-㉕ c2
高橋拓未個展
7/23～29［休］会期中無し［内容］油彩20点
　FEI ART MUSEUM YOKOHAMA
 ☎411-5031 Ｄ-⑩
夏のうちわ展2013
7/23～8/10［休］月曜祝日［内容］絵画、彫刻、工芸、
など様々なジャンルの作家たちが手掛けるうちわ

7月23日から

横浜高島屋ギャラリー ☎311-5111 D-⑯
第23回横浜華道協会新進作家展
7/24～29［休］会期中無し
　ギャラリーダダ ☎461-1533 D-④
イマノマサコ水彩画展
7/24～30［休］会期中無し
　河野悦子個展
7/24～30［休］会期中無し［内容］水彩画

7月24日から

横浜市磯子区民文化センター杉田劇場
 ☎771-1212 B-⑯
星くずくらぶ展
7/25～30［休］会期中無し［内容］水彩画を中心とし
た絵画
　横浜市磯子区民ホールギャラリー
 ☎750-2393 B-⑰
磯子地域ケアプラザ　デイサービス絵画教室
7/25～30［休］会期中無し
　アートスペースイワブチ ☎231-1662 A-④ b1
夏生展パート2（6.7.8月生まれの作家たち）
7/25～31［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・彫刻・
日本画・写真・版画

7月25日から

そごう美術館 ☎465-5515 D-⑦
福岡市博物館所蔵幽霊・妖怪画大全集
7/27～9/1［休］そごう横浜店の休業日
　横浜市歴史博物館 ☎912-7777 E-⑪
企画展「水へのいのり̶古代東国の川辺と井戸のま
つり̶」
7/27～9/23［休］月曜日（祝日の場合は翌日）［内容］
東国の遺跡出土の資料や文献資料を素材として古代
の人々の水への信仰のありようを探る

7月27日から

ギャラリーかれん ☎543-3577 C-④
のせみを展
7/29～8/3［休］会期中無し［内容］絵画
　大山正子展
7/29～8/3［休］会期中無し［内容］絵画・立体
　横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 E-⑩
Shutterbug Club 展 2013
7/29～8/4［休］会期中無し［内容］写真
　ギャラリーミロ ☎251-5229 A-32 c2
モデラート パート3
7/29～8/4［休］会期中無し［内容］油彩・水彩 上田
耕造教室展
　画廊 楽 ☎681-7255 A-⑲ c3
輝輝展
7/29～8/4［休］会期中無し
　みつい画廊 ☎261-3321 A-57 c2
二士会展
7/29～8/4［休］会期中無し［内容］油彩 グループ展

7月29日から

横浜市栄区民文化センターリリス
 ☎896-2000 B-⑲
第13回 靖墨会水墨画展
7/30～ 8/4［休］会期中無し［内容］会員60名の作
品。軸・額・色紙・行灯等
　横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 E-⑩
第35回爽画展
7/30～8/4［休］会期中無し［内容］油彩・水彩
　神奈川県民ホールギャラリー ☎662-5901 A-⑬ b3
第62回浜書展
7/30～8/4［休］会期中無し［内容］漢字・かな・詩文
書等バラエティ－に富んだ公募作品。学生部も併催
　みなとみらいギャラリー ☎682-2010 A-59 a1
西田悦子と仲間たち̶2nd̶
7/30～8/5［休］会期中無し［内容］ハワイアンキルト

7月30日から

三溪園 ☎621-0635 B-⑩
朝顔展
7/31～8/4［休］会期中無し［内容］あんどん作りや
らせん作り・切込み作りの朝顔約300点
　横浜市磯子区民文化センター杉田劇場
 ☎771-1212 B-⑯
第16回坪呑絵画クラブ展
7/31～8/6［休］会期中無し［内容］会員16名による
風景・静物等の水彩約50点
　ギャラリーダダ ☎461-1533 D-④
旬展
7/31～8/6［休］会期中無し［内容］油彩、パステル他
　内藤博写真展
7/31～8/6［休］会期中無し
　ぎゃらりー彩光 ☎681-0768 A-㉔ b2
多田正雄（個展）
7/31～8/6［休］会期中無し［内容］油彩・水彩
　横浜高島屋ギャラリー ☎311-5111 D-⑯
山本高樹 昭和幻風景ジオラマ展
7/31～8/12［休］会期中無し

7月31日から

仲通りギャラリー ☎211-1020 A-46 b2
広田隆子展
7/22～27［休］会期中無し［内容］水彩画
　みつい画廊 ☎261-3321 A-57 c2
DAN展
7/22～28［休］会期中無し［内容］油彩・立体等 グ
ループ展
　ギャラリーミロ ☎251-5229 A-32 c2
モデラート パート２
7/22～28［休］会期中無し［内容］油彩・水彩 上田耕
造教室展
　画廊 楽 ☎681-7255 A-⑲ c3
輝翔展
7/22～28［休］会期中無し
　ギャルリーパリ ☎664-3917 A-35 b3
田中雅樹展
7/22～31［休］日曜［内容］ガラス
　f.e.i art gallery ☎325-0081 D-⑨
涼愛でる
7/22～8/9［休］土日祝［内容］ガラス工芸・写真

7月22日から



仲通りギャラリー ☎211-1020 A-46 b2
水彩画二人展 佐藤光男・佐々木徹朗
7/1～6［休］会期中無し［内容］作品30点
　
神奈川県民ホールギャラリー ☎662-5901 A-⑬ b3
グループＺ展
7/1～7［休］会期中無し［内容］抽象画のグループ展
　
芳の会水彩画展
7/1～7［休］会期中無し
　
みつい画廊 ☎261-3321 A-57 c2
ヨコハマアートオークション
7/1～7［休］会期中無し［内容］絵画・陶器
　
ギャラリーこやま ☎545-1105 C-⑤
絵＆陶〈常設展〉
7/1～7［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・墨絵・
陶芸等
　
ギャラリーミロ ☎251-5229 A-32 c2
恵昇会日本画展
7/1～7［休］会期中無し［内容］小島昇教室展
　
画廊 楽 ☎681-7255 A-⑲ c3
清水とみ子個展
7/1～7［休］会期中無し
　
ぎゃらりー彩光 ☎681-0768 A-㉔ b2
第29回アクワ会
7/1～7［休］会期中無し［内容］油彩・淡彩　グルー
プ展
　
f.e.i art gallery ☎325-0081 D-⑨
文眞英展
7/1～12［休］土曜・日曜［内容］日本画
　
ギャラリーかれん ☎543-3577 C-④
（企画展）みどりの風12展
7/1～13［休］7/6、7/7［内容］絵画
　
ふれあいショップさんぽみちギャラリー
 ☎895-8998 B-⑫
大竹弘美「88足わらじっぱ展」
7/1～14［休］会期中無し［内容］布ぞうりの展示・
販売（予約受付期間有）
　
JIKE STUDIO ☎350-3804 E-⑧
吹きガラスの世界（Exhibition in cafe）
7/1～8/31［休］火曜

ぎゃるりじん＆Chiyo's ☎681-5900 A-37 c3
たかのかつら
7/2～7［休］会期中無し
　
ギャルリーパリ ☎664-3917 A-35 b3
マタロン展
7/2～7［休］会期中無し［内容］彫刻
　
鶴見画廊 ☎584-7208 C-⑨
真昼にも輝く星たち展
7/2～7［休］会期中無し［内容］日本画・油彩・水彩 
グループ展
　
万国橋ギャラリー ☎201-8103 A-54 b2
県展 女流選抜展
7/2～8［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・ステン
ドグラス等
　
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38回ハマグルッペ写真展
7/2～8［休］会期中無し［内容］会員が一年間に撮影
した写真
　
FEI ART MUSEUM YOKOHAMA
 ☎411-5031 Ｄ-⑩
日本画 様々な表現展
7/2～14［休］月曜・祝日［内容］グループ展　武田
裕子・古市正彦・永岡郁美・岡ちえこ・大山龍顕　他
　
gallery a ☎984-3318 E-②
SEVENLYSEVEN
7/2～16［休］7/9［内容］アクセサリー

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
東日本大震災動物救護シェルター にゃんだーガー
ド写真展 ～がんばって生きてるよ～
7/3～7［休］会期中無し［内容］東日本大震災から2
年半、福島の避難区域で生きる動物達の命の写真展
　ギャラリーダダ ☎461-1533 Ｄ-④
フェイスブックヨコハマ絵画展
7/3～9［休］会期中無し［内容］水彩・油彩
　横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 E-⑩
第37回神奈川独立美術展
7/3～14［休］会期中無し［内容］油彩を中心とした
平面作品

みなとみらいギャラリー ☎682-2010 A-59 a1
MATHEW NEO
7/2～7/8［休］会期中無し［内容］絵画
　第25回アトリエ15展
7/2～7/8［休］会期中無し［内容］絵画
　第4回我流スケッチ会　報告展
7/2～7/8［休］会期中無し［内容］絵画

みなとみらいギャラリー ☎682-2010 A-59 a1
第17回建築・文化展
7/9～14［休］会期中無し［内容］建築作品
　ぎゃるりじん＆Chiyo's ☎681-5900 A-37 c3
FRAIR
7/9～14［休］会期中無し
　ギャラリーKAN ☎641-4751 A-㉓ c3
感性溢れるひと滴のものたち展
7/9～14［休］会期中無し［内容］ 5人展。和の小物、天
然石で作ったネックレス、イヤリングなど150点位
　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
exhibitionA vol.3 ～書・写・美 7人展～
7/9～15［休］会期中無し
　県民共済ギャラリー ☎201-8226 A-39 b2
鴎童会絵画展 第51回横浜展
7/9～15［休］会期中無し［内容］絵画・陶器

ギャラリーかれん ☎543-3577 C-④
活動ホームしもだ展
7/15～20［休］会期中無し［内容］自主製品、創作作
品の展示販売
　ギャラリーミロ ☎251-5229 A-32 c2
モデラート　パート1
7/15～21［休］会期中無し［内容］油彩・水彩 上田耕
造教室展
　画廊 楽 ☎681-7255 A-⑲ c3
第3回横浜開港アンデパンダン展
7/15～21［休］会期中無し
　みつい画廊 ☎261-3321 A-57 c2
第3回横浜開港アンデパンダン展
7/15～21［休］会期中無し［内容］絵画・立体等。赤
レンガ倉庫と周辺各画廊
　ギャラリー SHIMIZU ☎251-6177 A-㉕ c2
第3回横浜開港アンデパンダン展
7/15～21［休］会期中無し［内容］油彩・立体・版画
のグループ展

横浜市磯子区民ホールギャラリー
 ☎750-2393 B-⑰
はがき絵サークル
7/18～23［休］会期中無し
　鶴見画廊 ☎584-7208 C-⑨
越畑喜代美日本画展
7/18～27［休］7/23［内容］草花や身近な器物をモ
チーフにした静謐な趣きを醸す作品
　Gallery ARK ☎681-6520 A-⑳ c3
上田耕造水彩展
7/18～27［休］日曜
　gallery a ☎984-3318 E-②
永末アコ・koichi hirose展
7/18～30［休］7/23［内容］写真

横浜市磯子区民文化センター杉田劇場
 ☎771-1212 B-⑯
第三回群遊會書展
7/4～8［休］会期中無し［内容］漢詩・俳句を主体と
する書の作品
　横浜市磯子区民ホールギャラリー
 ☎750-2393 B-⑰
木曜油彩会
7/4～9［休］会期中無し
　日本郵船歴史博物館 ☎221-1923 A-48 b2
特別展「飛鳥Ⅱと世界の航海記～クルーズに行く前
に読んでおきたい航海記～」
7/4～9/29［休］月曜日（祝日の場合は翌日）［内容］
会期初日、荒俣宏氏（作家）による講演会あり、詳細
問い合わせ。開館20周年を記念し、今年6～12月の
毎月20日入館無料

アートスペースイワブチ ☎231-1662 A-④ b1
夏生展パート１（6.7.8月生まれの作家たち）
7/5～11［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・彫刻・
日本画・写真・版画

大佛次郎記念館 ☎622-5002 A-⑪ b4
特別展「没後40年・大佛次郎と神奈川̶未来への
メッセージ̶」
4/19～7/15［休］月曜（祝日の場合は翌日）［内容］
大佛次郎が書き遺した神奈川の魅力
　横浜開港資料館 ☎201-2100 A-65 b3
企画展「上海と横浜 波濤をこえて̶夢・汗・涙が都
市をむすぶ」
4/24～7/7 ［休］月曜［内容］ 幕末から昭和初期頃
までの写真や文書を中心に、先人たちがつむいだ両
市のつながりをたどる
　横浜人形の家 ☎671-9361 A-70 b4
人形劇の人形たち
5/25～7/15［休］月曜（祝日の場合は翌日）［内容］
人形劇の紹介と当館所蔵の人形劇の人形たちの展示
　そごう美術館 ☎465-5515 D-⑦
生誕100周年記念　中原淳一展
6/1～7/15［休］そごう横浜店の休業日
　ギャラリー伽羅 ☎842-1428 B-⑤
手作りきゃらSHOP
6/11～7/20［休］日曜・月曜［内容］着物リフォー
ム服・バック・布小物・編みぐるみ・アクセサリー・
正絹ハギレ等
　神奈川近代文学館 ☎622-6666 A-⑫ b4
企画展「中原中也の手紙展」̶ 安原喜弘へ
同時開催：「文学の森へ 神奈川と作家たち」展第３部
太宰治、三島由紀夫から現代まで
6/15～8/4［休］月曜（7/15は開館）［内容］安原が
刊行した『中原中也の手紙』に掲載の102通の手紙
を中心に、芸術を追い求める青年同士の魂の交流を
たどる
　横浜みなと博物館 ☎221-0280 A-75 b1
ヨーロッパと日本の歴史的乾ドック～船を支えた近
代化産業遺産～
6/22～7/7［休］月曜（祝日の場合は翌日）
　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
あすなろ写真展
6/25～7/1［休］会期中無し
　第15回潤風会展
6/25～7/1［休］会期中無し［内容］20数名による
水彩画展
　みなとみらいギャラリー ☎682-2010 A-59 a1
観自在
6/25～7/1［休］会期中無し［内容］ミクスト・メ
ディア
　富士秀景写真神奈川展
6/25～7/1［休］会期中無し
　相鉄ギャラリー ☎813-1515 D-⑥
村田 近子 プリザーブドフラワー展̶生花のように
美しく̶
6/25～7/28［休］月曜（祝日の場合は翌日）
　横浜市磯子区民文化センター杉田劇場
 ☎771-1212 B-⑯
第27回新六窯作陶展
6/26～7/2［休］会期中無し［内容］新六窯にて作陶
を楽しむ仲間による陶磁作品
　ギャラリーダダ ☎461-1533 D-④
高橋茂ガッシュ画展　
6/26～7/2［休］会期中無し
　三人展
6/26～7/2［休］会期中無し［内容］油彩
　横浜市磯子区民ホールギャラリー
 ☎750-2393 B-⑰
ニッコールクラブ・横浜ズーミング支部
6/27～7/2［休］会期中無し［内容］写真
　JIKE STUDIO ☎350-3804 E-⑧
内田正泰展
6/27～7/15［休］火曜［内容］はり絵
　ギャラリー SHIMIZU ☎251-6177 A-㉕ c2
日韓交流展
6/29～7/5［休］会期中無し［内容］平面・立体のグ
ループ展

7月以前から 7月1日から

7月2日から

7月3日から
7月9日から

7月15日から

横浜赤レンガ倉庫1号館 ☎211-1515 A-64 a2
第3回横浜開港アンデパンダン展
7/16～7/22［休］会期中無し［内容］開港150周年
を記念して始まったアンデパンダン形式（無審査）の
美術展。ジャンルを問わない
　万国橋ギャラリー ☎201-8103 A-54 b2
第3回横浜開港アンデパンダン展
7/16～22［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・工芸・
陶芸・彫刻
　アートスペースイワブチ ☎231-1662 A-④ b1
第3回横浜開港アンデパンダン展
7/16～22［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・彫刻・
日本画・写真・版画
　県民共済ギャラリー ☎201-8226 A-39 b2
第３回横浜開港アンデパンダン展
7/16～22［休］会期中無し［内容］平面・立体・イン
スタレーション
　ぎゃるりじん＆Chiyo's ☎681-5900 A-37 c3
グループ3人展
7/16～21［休］会期中無し
　横浜市岩間市民プラザ ☎337-0011 Ｄ-⑭
第11回文月会写真展
7/16～22［休］会期中無し
　みなとみらいギャラリー ☎682-2010 A-59 a1
ハワイアンリボンレイ作品展示会
リボンレイ「マーラプア」
7/16～22［休］会期中無し［内容］ハワイアンクラフト
　第37回県立ジュニア展
7/16～22［休］会期中無し［内容］絵画
　横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 E-⑩
横浜北部美術公募展2013
7/16～28［休］7/22［内容］横浜北部地域の市民が
出品した絵画作品の入賞・入選作品

7月16日から

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
楽描会 水彩画展
7/17～22［休］会期中無し［内容］花・野菜から風景
画まで
　第5回グループ濱透明水彩画展
7/17～22［休］会期中無し［内容］濱本博行先生主宰
の教室会員作品
　ぎゃらりー彩光 ☎681-0768 A-㉔ b2
第12回AKIスケッチ画展
7/17～23［休］会期中無し［内容］水彩・スケッチ　
グループ展
　ギャラリーダダ ☎461-1533 D-④
和田京子展
7/17～23［休］会期中無し
　横浜市磯子区民文化センター杉田劇場
 ☎771-1212 B-⑯
第19回グループ彩友水彩画展
7/17～23［休］会期中無し［内容］風景と静物39点
　ふれあいショップさんぽみちギャラリー
 ☎895-8998 B-⑫
陶器三人展
7/17～28［休］会期中無し
　LAUNCH PAD cafe ＆ gallery
 ☎641-1511 A-79 b4
LAUNCH PAD 展
7/17～31［休］月曜［内容］グループ展

7月17日から

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
ちぎり絵水曜会展
7/10～15［休］会期中無し［内容］和紙ちぎり絵、額
装40点
　鶴見画廊 ☎584-7208 C-⑨
第68回ハマ展鶴見画廊賞受賞記念二人展
7/10～15［休］会期中無し［内容］洋画：金子久子　
日本画：勝山治実
　ギャラリーダダ ☎461-1533 D-④
アートクリスタル展
7/10～16［休］会期中無し［内容］ガラス製品
　横浜市磯子区民文化センター杉田劇場
 ☎771-1212 B-⑯
SUN-SUN会展
7/10～16［休］会期中無し［内容］水彩画
　ぎゃらりー彩光 ☎681-0768 A-㉔ b2
クロッキー研究会
7/10～16［休］会期中無し［内容］油彩・淡彩 グルー
プ展
　ギャルリーパリ ☎664-3917 A-35 b3
松山修平展
7/10～20［休］会期中無し［内容］インスタレーション

7月10日から

横浜市磯子区民ホールギャラリー
 ☎750-2393 B-⑰
キルトで九条を作る会
7/11～16［休］会期中無し
　ギャラリーぴお ☎681-5122 A-㉚ b1
第53回港の作家展
7/11～16［休］会期中無し［内容］絵画
　ギャラリーこやま ☎545-1105 C-⑤
神奈美有志展
7/11～17［休］会期中無し［内容］21名による油彩・
水彩の小品

7月11日から

せんたあ画廊 ☎662-2937 A-44 c2
柳原良平個展
7/12～20［休］会期中無し［内容］世界と日本各地の
港を描いた油彩作品
　ガレリア セルテ ☎651-5471 A-⑯ c2
柳原良平個展
7/12～20［休］会期中無し［内容］世界と日本各地の
港を描いた油彩作品

7月12日から

横浜開港資料館 ☎201-2100 A-65 b3
企画展 被災者が語る関東大震災
7/13～10/14［休］月曜（7/15、9/16、9/23、10/14
は開館）7/16、9/17、9/24［内容］大正12年の震災を
生きぬいた人びとが残した資料とエピソードを紹介
　横浜みなと博物館 ☎221-0280 A-75  b1
のぞいてみよう深海の不思議展3
～相模湾の謎を探る～
7/13～8/18　［休］月曜（祝日の場合は翌日）

7月13日から

黄金町エリアマネージメントセンター
 ☎261-5467 B-⑦
ワンデイバザール
7/14［内容］ハンドメイドのフリーマーケット、オー
プンスタジオ、まちあるきツアー等

7月14日から

7月4日から

7月5日から

ギャラリー SHIMIZU ☎251-6177 A-㉕ c2
現代美術小品特別普及展
7/6～12［休］会期中無し［内容］21名の作家によ
る油彩・版画
　Art Gallery 山手 ☎628-0267 A-③ b4
第6回横浜山手の坂道と風景展PART1
7/6～15［休］会期中無し［内容］絵画と立体作家の
作品
　ATELIER K・ART SPACE ☎651-9037 A-⑦ c3
秋山潔展
7/6～20［休］月曜［内容］平面（版画）写真を使い、
鉄錆、緑青を使った作品30点
　横浜美術館 ☎221-0300 A-74 a1
プーシキン美術館展　フランス絵画300年
7/6～9/16［休］木曜（8/1、8/15は開館）［内容］モ
スクワのプーシキン美術館のコレクションの中か
ら、印象派の作品を含むフランス絵画の傑作を体系
的に紹介　

7月6日から

神奈川県民ホールギャラリー ☎662-5901 A-⑬ b3
フォトサークルSAWA横浜写真展
7/8～14［休］会期中無し［内容］各自のテーマで組
写真をリバーサルフィルムで表現
　全展'13 第34回神奈川展
7/8～14［休］会期中無し［内容］全展の神奈川会員
を中心とするグループ展。洋画・日本画など

7月8日から

画廊 楽 ☎681-7255 A-⑲ c3
輝耀展
7/8～14［休］会期中無し
　ギャラリーミロ ☎251-5229 A-32 c2
現代かながわ美術小品展
7/8～14［休］会期中無し［内容］工芸・彫刻・絵画
　みつい画廊 ☎261-3321 A-57 c2
彩21展
7/8～14［休］会期中無し［内容］水彩 グループ展

7月18日から

山手111番館 ☎623-2957 A-63 b4
遠藤あんり原画展
7/19～23［休］会期中無し［内容］原画・手作り布小物

7月19日から

Art Gallery 山手 ☎628-0267 A-③ b4
第6回横浜山手の坂道と風景展PART2
7/20～29［休］会期中無し［内容］絵画・立体作家の
作品
　神奈川県立歴史博物館 ☎201-0926 A-⑮ b2
特別展 神奈川県庁本庁舎とかながわの近代化遺産
7/20～9/16［休］月曜（祝日の場合は開館）［内容］
昭和3年に竣工した神奈川県庁本庁舎の実施設計図
や部材を初公開

7月20日から

ギャラリーこやま ☎545-1105 C-⑤
郷田数夫個展
7/21～27［休］会期中無し［内容］風景や静物の油絵
23点

7月21日から

ギャラリーかれん ☎543-3577 C-④
ベトナム・希望の村作品展（アジアンぐらす21）
7/22～27［休］会期中無し［内容］ベトナムの子ども
たちの作品販売

7月22日から

※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2013.7～2014.7版」と連動しています。


