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ホームページでも情報公開 !
http://ycag.yafjp.org/

大庭明子《こだまのあそぶ》
1992年／木版／ 82.7×58.3cm
　
●ホームページで作品解説をご覧いただけます

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。
「アートヨコハマ」（市民ギャラリーの情報誌、年3回発行）「ヨコハマ・ギャラ
リー・マップ2014.7～2015.6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2014年9月15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)

ギャラリー

リーブギャラリー ☎253-7805 A-93 b3
上原収二展
10/27～11/2［休］会期中無し［内容］水彩。イギリ
ス・バリ島の風景
江本匡志展
11/3～9［休］会期中無し［内容］油彩
横山晃治と仲間達展
11/10～16［休］会期中無し［内容］水彩
2014花と夢 成澤朱未みずえ展
11/17～23［休］会期中無し［内容］イロエンピツ・
水彩
四人展
11/24～30［休］会期中無し［内容］松本祐昌（七宝）・
船本芳雲（書）・小泉昌浩（ガラス）・松本裕（皮革）

市民ギャラリーの最新情報は
ホームページ http://ycag.yafjp/org/
情報誌『アートヨコハマ』vol.51
でチェックしてください。

横浜市民ギャラリーは
10月 10 日にオープンしました！

安藤和夫 木工展
11/12～18［休］会期中無し
小杉小二郎展
11/19～25［休］会期中無し［内容］洋画
薩摩焼 十五代 沈壽官展
11/26～12/2［休］会期中無し
横浜都市発展記念館 ☎663-2424 A-82 b4
オリンピックから半世紀 あこがれの「団地」-高度
成長とベッドタウン横浜
10/11～1/12［休］月曜（祝日の場合開館、翌平日
休み）［内容］「団地」をテーマに、高度成長を迎えた
横浜のあゆみをふりかえる
横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A-85 b3
第34回横浜能面展
10/30～11/4［休］会期中無し
第32回川村造形美術2014展
11/13～18［休］会期中無し［内容］磯子アトリエ・
森のアトリエの作品
第36回写GIRL展
11/27～12/2［休］会期中無し［内容］写真
横浜美術館 ☎221-0300 A-87 b2
ヨコハマトリエンナーレ2014 「華氏451の芸術：
世界の中心には忘却の海がある」
8/1～11/3［休］第1・3木曜［内容］3年に一度横浜
で開催される現代アートの国際展。5回目となる本
展は、横浜美術館と新港ピア（新港ふ頭展示施設）を
主会場に開催。アーティスティック・ディレクター
に美術家の森村泰昌氏を迎え、19か国から約65組
の作家による作品を紹介。問合せ先：ハローダイヤ
ル03-5777-8600
横浜ベイクォーター「ギャラリーBOX」
 ☎03-3353-6866
KOSUGE1-16 + 靴郎堂本店「Skin Project」
9/1～11/28［休］会期中無し［内容］サッカークラ
ブで靴磨き講座を開催。引き換えに使われなくなっ
たサッカーシューズやボールを回収し、新しいグッ
ズに生まれ変わらせ、その収益をクラブに還元する
試み
横浜みなと町ギャラリー ☎662-1708 A-89 b3
ダークルーム木曜会vol.4
11/1～13［休］11/7［内容］モノクロ銀塩写真
あをアート展
11/13～16［休］会期中無し［内容］写真・絵画等
錦鳳会佐賀錦展第43回
11/22～24［休］会期中無し
Art school+Yokohama student exhibition.2014
11/28～30［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・パ
ステル等
吉田町画廊 ☎252-7240 A-91 c3
第10回ローズドレ展
10/27～11/2［休］会期中無し［内容］風景・静物等
約20点

横浜市港南区民文化センター ひまわりの郷
 ☎848-0800 C-㉒
第31回港南区ART展
10/30～11/5［休］会期中無し［内容］港南区民文
化祭の一環。美術部会員作品と一般区民（小中学校
含む）の公募作品
横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール
 ☎511-5711 B-㉔
ハーモニー展
10/29～11/4［休］会期中無し［内容］岩井弘則先
生に教わる仲間の作品展 
碧嵓となかまの小品書展・俊風やきものあそび併催
11/21～25［休］会期中無し［内容］島津碧嵓（書）・
小澤俊風（やきもの）
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ 
 ☎866-2501 C-㉔
第10回にちえ展
10/28～11/3［休］会期中無し［内容］石塚三吾先
生に学ぶ14名の水彩画展。人物・風景・静物
糸あそび ボビンレース展
10/31～11/3［休］会期中無し［内容］ヨーロッパ伝
統工芸の新しい展開を求めるメンバーによる作品展
朝日山陶芸一瓶窯 創業55年記念展示
11/13～17［休］会期中無し［内容］一瓶窯陶芸教室
作陶展
帯泉会書作展
11/27～30［休］会期中無し
横浜市緑区民文化センターみどりアートパーク 
 ☎986-2441 B-㉕
第12回みどり区アート展
10/29～11/3［休］会期中無し
横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-㉖
横浜wo発掘suru vol.5 山口勝弘展 -水の変容
10/18～11/9［休］10/27［内容］メディアアート
の先駆者・山口勝弘の近年の活動を紹介。作家が長
年モチーフとしてきた「水」をテーマとし、東日本大
震災を機に制作した「三陸レクイエム」等の近作の
映像、絵画作品、旧作の再構成等
Fellow Art Gallery vol.15 カプカプの手仕事 成
田美加展
10/12～12/23［休］10/27、11/24、12/22［内容］
地域作業所「カプカプひかりが丘」に通う作者が色
鉛筆で描いた人物画やドローイング
第4回彩彩展
11/12～16［休］会期中無し［内容］会員21名の水彩・
油彩と松島治基先生の特別出品の油彩。約150点
青葉合同絵画展
11/17～30［休］11/24［内容］横浜北部で活動す
る5団体による合同展。油彩・水彩等約200点。※途
中展示替えあり。
横浜市吉野町市民プラザ ☎243-9261 C-㉖
MOA美術館 横浜市南区児童作品展
11/15・16［内容］南区内小学校児童画
第五回彩優会水彩画展
11/19～23［休］会期中無し［内容］会の指導：木村
優博（白亜会、ハマ展役員等）。70点
ヨコハマ創造都市センター ☎221-0325 A-79 b3
Find ASIA -横浜で出逢う、アジアの創造の担い手
8/1～11/3［休］10/14［内容］日本、中国、韓国の
東アジア3か国地域において文化芸術による相互理
解と連帯を目指した、現代アートと出会うイベント。
市民やアーティストなど、様々な人との出会いをう
みだすことで、東アジアのアートを軸に多様な価値
が共存し、体感できるプログラムを3か月にわたり
開催
横浜髙島屋美術画廊 ☎311-5111 A-81
第19回手のひらの小宇宙 現代根付展
10/29～11/4［休］会期中無し
須山昇華 茶陶展
10/29～11/4［休］会期中無し
齋藤 研展
11/5～11［休］会期中無し［内容］洋画
近藤精宏 作陶展
11/5～11［休］会期中無し
奥村美香展
11/12～18［休］会期中無し［内容］日本画

横浜市民ギャラリーの収蔵作品を毎月紹介します

横浜市民ギャラリーは9月1日に移転し、連絡先が変わりました。
220-0031 横浜市西区宮崎町26番地1
TEL:045-315-2828／ FAX:045-315-3033／URL:http://ycag.yafjp.org/



さくら画廊 ☎846-3987 C-⑨
向井輝個展
10/30～11/3［休］会期中無し［内容］油彩。約25点
佐橋井久子個展
11/6～17［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・ガッ
シュ画・クロッキー等
Monami ーＮ展（モナミエヌ展）
11/20～24［休］会期中無し［内容］油彩。中島けい
きょう先生教室展
久世 愛・瑠璃絵画展
11/27～12/2［休］会期中無し［内容］水彩・パステ
ル画等約28点。久世先生母娘の二人展
サブウェイギャラリーM ☎664-1795 A-47 a2
doorz -ドアーズ-
10/27～11/2［休］会期中無し［内容］2014年セツ
展の受賞者10名による絵画展
シルクセンターギャラリースペース 
 ☎641-0840 A-48 b4
写真展
10/29～11/5［休］会期中無し［内容］個人写真展
せんたあ画廊 ☎662-2937 A-50 b3
吉崎道治個展
11/6～15［休］会期中無し［内容］風景画
弦田康子書展
11/18～29［休］会期中無し
象の鼻テラス ☎661-0602 A-51 b4
ヨコハマ・パラトリエンナーレ2014
8/1～11/3［休］会期中無し［内容］“障害者”と“多
様な分野のプロフェッショナル”による現代美術の
国際展
そごう美術館 ☎465-5515 A-52
生誕100周年 トーベ・ヤンソン展 -ムーミンと生きる-
10/23～11/30［休］会期中無し［内容］フィンラン
ドの女性作家トーベ・ヤンソン（1914～2001）の
回顧展。画家としての一面を紹介する。油彩50点を
はじめ、水彩・挿絵や近親者が撮りためた写真資料
等約400点を紹介

2014年 decreグループ作品展
11/30～12/1［休］会期中無し［内容］フラワーア
レンジメント・カルトナージュ・カリグラフィ
ギャルリーパリ ☎664-3917 A-40 b4
山本裕子展
10/27～11/1［休］会期中無し［内容］平面
長谷川淑子展
11/3～8［休］会期中無し［内容］きらえくら・ヴィ
トレマイユ・漆七宝などのオブジェ
今村曜子展
11/10～15［休］会期中無し［内容］ニットとマリ
アージュ
ぎゃるりじん＆Chiyo’s ☎681-5900 A-42 c4
林崎えりこ個展
11/4～9［休］会期中無し［内容］平面
古澤潤個展
11/11～16［休］会期中無し［内容］平面
小林良佳個展
11/18～23［休］会期中無し［内容］平面
谷口 文個展
11/25～30［休］会期中無し［内容］平面
クロス・パティオ 緑のギャラリー ☎223-2621 A-68 a2
内山教室 日本画・水彩画展
11/13～19［休］会期中無し［内容］講師と生徒の作
品約50点
ステンドグラス作品展
11/27～12/3［休］会期中無し［内容］ステンドグ
ラスのランプ50点・パネル5点
ゴールデンギャラリー ☎201-7118 A-45 b3
第2回桂峰門流展
10/30～11/4［休］会期中無し

みつい画廊 ☎261-3721 A-67 c3
新村春子展
10/27～11/2［休］会期中無し［内容］油彩
八幡港二個展
11/3～8［休］会期中無し（内容）油彩等約40点
第22回キャンバス・アバウト展
11/10～16（休）会期中無し（内容）油彩・水彩等約
40点
第35回汎土会洋画展
11/17～23［休］会期中無し（内容）油彩等
村上哲三個展
11/24～30［休］会期中無し（内容）水彩約40点・
油彩約10点

Art Gallery 山手 ☎628-0267 A-④ b5
野崎芳寿人形展
10/30～11/4［休］会期中無し ［内容］日本古来の
伝統技法による三つ折れ人形・市松抱き人形
WHITE 蘆野公一個展
11/6～11［休］会期中無し ［内容］書
YUMI UENO アートジュエリー展
11/13～18［休］会期中無し
第2回小さな世界展
11/20～25［休］会期中無し ［内容］CDケースの額
に入れた絵画・写真・金工作品等
足助久美子個展
11/27～12/2［休］会期中無し ［内容］ペンと水彩画
art Truth ☎263-8663 A-⑥ b5
清水今日子個展
10/29～11/3［休］会期中無し ［内容］アクリル画
坪井富佐乃銅版画展
11/5～10［休］会期中無し ［内容］シャチやクジラ
など海の生物がモチーフ
武永リヨ個展
11/12～17［休］会期中無し ［内容］椅子をモチー
フにした油彩
宗像裕作個展
11/26～12/1［休］会期中無し ［内容］アクリル画
Art Baboo146 ☎050-1048-3998 A-⑦ b4
田尻健二個展11/1～7［休］11/4 ［内容］写真
Masa Iwatsuki個展
11/8～14［休］11/11 ［内容］写真
小山昌治個展
11/15～21［休］11/18 ［内容］写真
柚木秀彦個展
11/15～21［休］11/18 ［内容］写真
青森手しごとHARVEST
11/22～28［休］11/25 ［内容］津軽伝統工芸・写真・
絵画等
ATELIER K・ART SPACE ☎651-9037 A-⑨ c4
菱田陽子展
11/4～16［休］月曜 ［内容］平面。布に特殊な絵の
具で表現。15点
平石 裕展
11/18～30［休］月曜 ［内容］金属による立体作品5
点。ジュエリー20点
1010美術 1010Art Gallery ☎680-4033
解き放たれたアイコンたち、タイメン フィサー展
11/1～20［休］水曜 ［内容］絵画。色彩と輪郭がも
たらす新しい気づき
都守太朗個展-つぎのカーブ-
11/29～12/14［休］水曜 ［内容］絵画
岩崎ミュージアムギャラリー ☎623-2111 A-⑪ b5
岩崎ミュージアム第351回企画展 吉田 直展「禁区
との対峙」
10/1～11/3［休］月曜(祝日の場合は翌日） ［内容］
日本の伝統技法「寄せ木造り」で制作された人物彫
刻 （横浜画廊連携展）
岩崎ミュージアム第352回企画展 VAN展
11/6～16［休］月曜(祝日の場合は翌日） ［内容］太
平洋美術会版画部有志による版画展 
MZarts ☎315-2121
黄金茶室（KOGANE-chashitsu）
8/1～11/3［休］月曜～木曜（祝日は開催）［内容］茶
室での「お点前」・現代アートの展示。設計：チーム「黄
金茶室」安田博道、干場弓子、早川慶太。毎週、金・土・
日・祝日の11：00～18：00に実施
エリスマン邸 ☎211-1101 A-⑫ b5
クロアチアの現代日本庭園の展示
10/31～11/3［休］会期中無し［内容］住環境デザイン
彩り・紬ぐ-横浜展2014-
11/5～10［休］会期中無し［内容］染織作品
ファブリックステンシルとビーズの世界
11/13～18［休］会期中無し
光と影×３人の創造者たち
11/24～26［休］会期中無し［内容］服カリグラフィー
ロープアート
布ぞうり・リボンレイ・キルト・茶箱展
11/27～12/2［休］会期中無し［内容］４つのコウボ展

神奈川県立地球市民かながわプラザ
 ☎896-2121 C-⑤
写真展「昭和」写真家が捉えた時代の一瞬
9/20～12/23［休］月曜（祝日の場合は開館）［内容］
日本を代表する写真家の名作が一堂に会す。戦前・
戦中の暮らし、戦後復興期からオリンピック・万博
に沸いた高度経済成長期までの約140点を展示
ガレリア セルテ ☎651-5471 A-⑲ b3
M&Y 版画展10/27～11/1［休］会期中無し
渡辺 勇個展11/3～9［休］会期中無し
上賀茂流真多呂人形 菅谷教室作品展
11/10～15［休］会期中無し
ＡITE2014YOKOHAMA 多摩美展
11/17～23［休］会期中無し
十姉妹の会展11/24～30［休］会期中無し
Gallery ARK ☎681-6520 A-㉓ c4
美齊津匠一展
10/30～11/8［休］日曜［内容］ミクストメディア。
約16点
広田稔展 -友部さんの色鉛筆-
11/13～22［休］日曜［内容］水彩や色鉛筆による作
品。約16点
アートで聴く音楽 CDジャケットアート展
11/27～12/6［休］日曜［内容］好きなCDのジャ
ケットをイメージして描かれた油彩等
gallery and cafe fu ☎070-6429-8597 A-㉔ c5
鈴木由紀子個展「織り色いろいろ」
11/7～9［休］会期中無し［内容］マフラーなど巻物を
中心にした織り作品。3日間、機織り体験あり（有料）
齋藤杏奈個展「再誕・巨大な悪魔の背中をくだる」
11/25～30［休］会期中無し［内容］絵画６点。イン
スタレーション１点。作家が感じた現実感を神話的
モティーフ（ダンテの神曲、地獄篇のラスト）に投影
した作品
ギャラリー雅友堂 ☎563-3196 B-⑤
エクボフォトクラブ 月例写真展
11/26～12/8［休］12/2［内容］風景写真
ギャラリーかれん ☎543-3577 B-⑥
今富令子手織り展
10/27～11/1［休］会期中無し
活動ホームしもだ展
11/3～8［休］会期中無し［内容］自主製品の展示販売
かれん作品展
11/10～22［休］会期中無し［内容］企画展
おしゃれな手織りの小さな展覧会
11/25～29［休］会期中無し［内容］手織り洋服・小
物等
ギャラリーKAN ☎641-4751 A-㉗ c4
布あそび「着物をリメイクした洋服展」
11/18～23［休］会期中無し［内容］4名の作品約
100点
ギャラリー伽羅 ☎842-1428 C-⑥
手作りきゃらSHOP
9/30～11/8［休］日曜、月曜、祝日［内容］着物リフォー
ム服・バッグ・パッチワーク小物・編みぐるみ等
第3回アトリエ優・クレイアート作品展
11/11～16［休］会期中無し［内容］クレイで額仕立
のレリーフや花・サンタさんなど。約30点
手作りきゃらSHOP
11/18～29［休］日曜、月曜［内容］着物のリフォー
ム服・バック・パッチワーク小物・編みぐるみ・クリ
スマスやえとの羊たち

大佛次郎記念館 ☎622-5002 A-⑬ b5
大佛次郎の子どもの文学-「きれいな、透きとおっ
た、本質に近い話」
7/17～11/16［休］月曜（祝日の場合は翌日）［内容］
大佛次郎は,1927年に“少年の為の鞍馬天狗”とし
て「角兵衛獅子」を発表。その後も子どものための小
説を60作品以上残した。そうした大佛の作品から
現代に生きる人々へのメッセージを探る
特集展示「大佛次郎の『パナマ事件』」
8/26～12/25［休］月曜（祝日の場合は翌日）［内容］大
佛が「朝日ジャーナル」に連載したノンフィクション
小説「パナマ事件」の直筆原稿および、風間完氏（1919 
‒2003）による同作の挿絵原画等、関連資料を展示

あ行

か行

ま行

山手234番館 ☎625-9393 A-72 b5
楽しい街角スケッチ・写真展
10/30～11/4［休］会期中無し
長月の会絵画展
11/6～11［休］会期中無し［内容］理学を学んだ者
による絵画
クリスタラインペインティング展
11/14～18［休］会期中無し［内容］トールペイント
作品
花水木グループ２人展
11/20～25［休］会期中無し［内容］絵手紙

や行

山手111番館 ☎623-2957 A-73 b5
花と帽子のハーモニ-妖精達のガーデンウェディング
10/31～11/5［休］会期中無し
母からの絵手紙365日
11/7～11［休］会期中無し［内容］ハガキ絵
Deco R Yokohama 第6回作品展
11/14～19［休］会期中無し
土×spirit -土と漆喰による額と彩画の二人展-
11/21～26［休］会期中無し［内容］オリジナルな額
と絵画
横浜画廊 元町店 ☎681-0177 A-76 b5
水島恒子作品展
11/14～20［休］会期中無し［内容］油彩
杉村倉太作品展
11/21～26［休］会期中無し［内容］油彩
山田紀代個展
11/28～12/3［休］会期中無し［内容］油彩
横浜市旭区民文化センター サンハート
 ☎364-3810 C-⑰
押花アート展
10/29～11/3［休］会期中無し
横浜市泉区民文化センター テアトルフォンテ
 ☎805-4000 C-⑱
泉区民文化祭「写真・絵画」展
10/30～11/3［休］会期中無し
水彩画展-水月会
11/12～17［休］会期中無し［内容］静物中心
横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場
 ☎771-1212 C-⑲
Tole Painting Factory トールペイント作品展
vol.5
11/27～12/2［休］会期中無し［内容］アクリル・オ
イルで描いた作品
横浜市磯子区民ホールギャラリー
 ☎750-2393 C-⑳
鎌倉彫・根岸教室
11/1～6［休］会期中無し
四季の会
11/8～13［休］会期中無し［内容］絵画
ジャパンケア横浜滝頭デイサービス
11/15～20［休］会期中無し［内容］リサイクル工芸品
一洋会
11/22～27［休］会期中無し［内容］絵画
フラワーサークル スプリングベル
11/29～12/4［休］会期中無し［内容］フラワーア
レンジメント
横浜市神奈川区民文化センター かなっくホール
 ☎440-1211 B-㉓
第16回「フォト六コミ」写真展
10/28～11/3［休］会期中無し［内容］自然、スナッ
プ等
絵手紙の会20人展
10/28～11/3［休］会期中無し［内容］100点
第12回“ヨコハマ写心塾”展 -Feel & Heal-
11/4～10［休］会期中無し［内容］写真。講師と塾生
による風景・花・人物等
カンパニーハンズ展
11/4～9［休］会期中無し［内容］油絵・水彩・パス
テル画・織物・写真
泰山木展
11/11～16［休］会期中無し［内容］水彩。4人展
2014横浜フォトネイチャー写真展 -自然風景写真
四季の彩り-
11/11～16［休］会期中無し［内容］自然風景・花の
美を追求
2014たんぽぽ写友会 写真展 -設立20周年を記念
して- 
11/18～24［休］会期中無し［内容］会員1人1人の
テーマで4点、共通テーマ「都電荒川線沿線風景」で
各2点を展示
鴨居フォトクラブ 第16回写真展
11/18～24［休］会期中無し［内容］自由テーマで各
会員3点展示
MOA美術館神奈川県児童作品展 -美育の秋を楽し
もう-
11/27～30［休］会期中無し［内容］小学生を対象と
した絵画公募展。いけ花展を併設し、土日はいけ花
や茶の湯の体験も出来る

さ行

ナイスガイ展
11/5～10［休］会期中無し［内容］油彩・水彩。グルー
プ展
ウチダヨシエ展
11/15～22［休］会期中無し［内容］版画・ドローイ
ング。約20点
瀧ヶ崎千鶴展
11/27～12/4［休］会期中無し［内容］日本画

鶴見画廊 ☎584-7208 B-⑱
ルナ展
10/30～11/4［休］会期中無し［内容］主に木版画。
竹村健先生指導のグループ展

た行

日本郵船歴史博物館 ☎211-1923 A-55 b3
特別展「港から客船へ-入港記念盾コレクション-」
8/2～11/16［休］月曜（祝日の場合は翌日）［内容］ク
ルーズ客船の初入港の式典で港から客船側へ贈られ
る入港記念盾を紹介。「飛鳥」等４隻の記念盾を展示
爾麗美術 ☎222-4018 A-57 b4
長崎正躬コレクション展
11/15～24［休］11/19［内容］平面。喜多村紀・鈴
木正道

な行

BankART Studio NYK ☎663-2812 A-61 b3
東アジアの夢 - BankART Life Ⅳ（ヨコハマトリエ
ンナーレ特別連携プログラム、東アジア文化都市
2014）
8/1～11/3［休］第1・3木曜［内容］これまでの作
品コレクションや展覧会アーカイブを公開。文化交
流「続・朝鮮通信使」の展開として東アジア関連作家
のレジデンスプログラム他企画多数
f.e.i art gallery ☎325-0081 A-63
版画家 栗本佳典-装飾される生命-
11/10～21［休］土曜、日曜［内容］生命や精霊など
の神秘を感じさせる作品
FEI ART MUSEUM YOKOHAMA 
 ☎411-5031 A-64
第40回翠嵐会美術展 
11/4～9［休］会期中無し［内容］県立横浜翠嵐高校
のOG・OB展
第46回白日会神奈川支部展
11/11～16［休］会期中無し［内容］洋画
FUJIMURA CONTEMPORARY ART. 
 ☎641-3070 A-65 b5
内藤貞夫展
11/1～30［休］11/4,5,10,11,17,18,25,26［内容］
ワイルドライフアートの巨匠、内藤貞夫の原画・版
画作品を一挙公開

は行

ギャラリーこやま ☎545-1105 B-⑦
写真展
11/3～7［休］会期中無し［内容］右田勇二・太田徹
雄・山口栄一他。20点
陶房雲・陶芸作品展
11/11～17［休］会期中無し［内容］遠藤優他15名。
信楽・備前を主にした薪窯（まきがま）の作品約
200点
太田秀雄油・水彩作品展
11/21～27［休］会期中無し［内容］花・静物・風景
等23点
畠山督子あみもの作品展
11/29～12/5［休］会期中無し［内容］コート・セー
ター・ベスト等小物約50点
ギャラリーダダ ☎461-1533 A-㉛
石川せつこ水彩画展
10/29～11/4［休］会期中無し［内容］水辺の風景等
水彩画グループ展
10/29～11/4［休］会期中無し［内容］風景画中心
押し花展
11/5～11［休］会期中無し［内容］押し花、レカンフ
ラワー、ガラスアート等
染めの会「夢」作品展
11/12～18［休］会期中無し［内容］創作型染め・の
り染め
太田信三油絵展
11/19～25［休］会期中無し［内容］卓上の静物・花・
風景等
小玉精子作品展
11/19～25［休］会期中無し［内容］油彩・アクリル・
水彩
笹倉貫聖アクリル画展
11/26～12/2［休］会期中無し［内容］夢とユーモ
アをコンセプトに
小滝潤水彩画展
11/26～12/2［休］会期中無し
GALLERY hide&seek ☎439-3951 B-⑩
夢工芸
11/4～7［休］会期中無し［内容］服飾・編み物・ア
クセサリー
今井郁子ガラス工芸展 -灯展-
11/10～15［休］会期中無し［内容］パート・ド・ヴェー
ルの技法による照明とアクセサリー
平井出和子染彩画展
11/17～22［休］会期中無し［内容］染料で絹地に描
く心の情景
佐藤久栄キルトサークル
11/23～26［休］会期中無し［内容］ハワイアンキル
ト・タペストリー・小物等
佐藤のり子織物展
11/28～12/2［休］会期中無し［内容］草木染めマ
フラー・額装品・タペストリー
ギャラリーぴお ☎681-5122 A-35 b3
第28回港の作家小品展
10/30～11/4［休］会期中無し［内容］会員90名の
油彩・水彩等
風景スケッチ展
11/6～11［休］会期中無し［内容］水彩
鈴木知子彩画展 100枚の絵
11/13～18［休］会期中無し［内容］今年の作品60
点と思い出の作品40点
第31回墨神会小墨画 全国公募展
11/20～25［休］会期中無し
ギャラリーミロ ☎251-5229 A-37 c3
風響会日本画展
10/27～11/2［休］会期中無し
山水会日本画展
11/3～9［休］会期中無し
杉本徹夫油彩展
11/10～16［休］会期中無し
ミマス絵画会展
11/17～23［休］会期中無し［内容］油彩
ふたつの個展
11/24～30［休］会期中無し［内容］田村敏子（油彩）・
行田麗子（デコアート）
ギャラリー Lei OHANA ☎941-6169 B-⑬
花アトリエ あんずの森クリスマス展
11/14～16［休］会期中無し［内容］X'mas & お正
月リース・アレンジ。吉岡美佐子

※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2014.7～2015.6版」と連動しています。


