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大山鎮《県庁（キングの塔）》
1988年／紙本着彩／ 116.0×71.5cm

●ホームページで作品解説をご覧いただけます

ホームページでも情報公開 !
http://ycag.yafjp.org/

横浜には140を超える画廊、展示施設があるのをご存知ですか?
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2015.7 ～2016.6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2015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

横浜市歴史博物館 ☎912-7777 B-㉕
企画展「すくすく育てみんなの願い－出産と育児を
めぐるモノがたり－」 
10/10～11/23［休］月曜（11/23日は開館）［内容］
主に江戸時代以降の出産育児に関わる民間信仰の横
浜市域での広がりや変遷を探り、現代において直面
する出産育児をめぐる疑問の答えやヒントを歴史の
中に見つけだす
横浜髙島屋美術画廊 ☎311-5111 A-83
小澤一正展 10/28～11/3［休］会期中無し［内容］洋画
-季趣景勝- 浅野 忠展
10/28～11/3［休］会期中無し［内容］日本画
風丘に旅して-英国風景画　林 美恵子展
11/4～10［休］会期中無し［内容］日本画
中田博士 陶展
 11/4～10［休］会期中無し
六代 川端近左展
11/11～17［休］会期中無し［内容］漆芸
第20回記念 手のひらの小宇宙 現代根付展
11/18～24［休］会期中無し
安藤泉 鍛金彫刻展 11/18～24［休］会期中無し
山河をめぐる 大野俊明展
11/25～12/1［休］会期中無し［内容］日本画
横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A-87 b3
第35回横浜能面展
10/29～11/3［休］会期中無し
第33回川村造形美術2015展
11/12～17［休］会期中無し
第37回KPC公募 写GIRL展
11/26～12/1［休］会期中無し［内容］写真
横浜美術館 ☎221-0300 A-89 b2
横浜発 おもしろい画家：中島清之-日本画の迷宮
11/3～1/11［休］木曜、12/29～1/2［内容］横浜の
美術界の発展と歩みを共にした中島清之（1899～
1989）の青年期から最晩年に至る画業をたどる
横浜美術館コレクション展2015年度第3期
11/3～4/3［休］木曜、12/29～1/2、1/12～1/29
横浜みなと博物館 ☎221-0280 A-91 b2
企画展「愛すべき海辺の観光の今・昔」
10/10～11/23［休］月曜(11/23日は開館)［内容］
江戸時代の潮干狩りや風光明媚な海の景色を楽しむ
ことに始まり、明治以降の海水浴の普及、そして現
代のウォーターフロントの観光に至るまで、海辺の
観光は変化してきた。本展では、横浜周辺を中心に、
観光資源としての海辺の変遷を紹介 

横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ 
 ☎866-2501 C-㉒
田谷そよ「身近な花」第21回展 40名の生徒さんの作品
11/18～23［休］会期中無し［内容］花の水彩約100
点・1916年「花カレンダー」12枚物とその原画 
デジタルフォトサークル・レインボー＆デジフォト・
風同時写真展 
11/24～30［休］会期中無し［内容］戸塚で生まれた
2つの写真クラブの合同展。約80点
横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-㉔
ショーケースギャラリー 山田裕介展
9/26～11/16［休］10/26［内容］黄金町アーティ
スト･イン･レジデンスに参加中の作家の個展
Fellow Art Gallery  vol.19　中道一輝展 
10/5～1/9［休］10/26、11/23、12/28～1/3［内
容］障がいのあるアーティストたちの作品を紹介す
る小ギャラリー展示
あざみ野コンテンポラリーvol.6 もうひとつの選択
Alternative Choice 
10/17～11/8［休］10/26［内容］様々なジャンル
のアーティストの表現活動に注目し、現在進行形の
アートを紹介するシリーズ展。今回は、新進気鋭の
中国人作家2名を含む国内外で活躍するアーティス
ト6名(青山悟、斎藤玲児、友政麻理子、凌宗権、和田
昌宏、王坪)が参加 
梅田東巳 個展 
11/11～15［休］会期中無し［内容］油彩。34点
第17回墨調書展 
11/11～15［休］会期中無し［内容］子どもから大人
までの軸や額等。約50点
ショーケースギャラリー 金理有展「チヨリ チトチチ」
11/21～1/17［休］11/23、12/28～1/3［内容］幾
何学文様や一つ目などをモチーフに、人工と自然、
聖と俗、過去と未来が交錯した独自の陶の表現。本
展では「チヨリ チトチチ」をテーマに作品を展開
第48回公募竹青社書展
11/24～29［休］会期中無し［内容］約250点
横濱酒房＆GALLERY 銀の鍵亭 
 ☎090-9323-3576 C-㉓
mameno-kona 展 “フェルトとお出かけ”
11/6～16［休］11/10～12［内容］会期中ワークショッ
プあり。11/14・15の14時～16時、各回定員6名
横浜市吉野町市民プラザ ☎243-9261 C-㉔
『ANIMAL PHOTO CONTEST 2015』『ヨコハマモ
ノクローム』作品展示
11/1～30［休］11/9［内容］ペットや身の回りの動
物たちの写真コンテストと「今のヨコハマ」のモノ
クロ写真展を同時開催。コンテストでは、11/1～23
に来館者による投票を実施。11/25に投票結果発表
いきいき文化展 11/3～8［休］会期中無し
彩優会 水彩画展
11/11～15［休］会期中無し［内容］木村優博先生の
指導を受けるグループの展示会

横浜市民ギャラリーの収蔵作品を毎月紹介します

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/

横浜市民ギャラリー展覧会情報  A-b2 ※会期・時間等は事前にご確認ください

リーブギャラリー ☎253-7805 A-95 b3
上原収二展
10/26～11/1［休］会期中無し［内容］水彩・油彩
我妻隆介展
11/9～15［休］会期中無し［内容］水彩
葉山倶楽部展
11/16～22［休］会期中無し［内容］油彩・水彩
小澤 淳展
11/23～29［休］会期中無し［内容］水彩

10/27～11/2
第42回神奈川独立書展（第24回神奈川県青少年毎
日書道展) ［B1F/1F/2F/3F］
［主催］ 神奈川県独立書人団 ［内容］ 書道作品約
130点、県内小～高校生作品約1200点
11/4～11/15
第71回ハマ展［B1F/1F/2F/3F］
［主催］横浜美術協会［内容］油彩・日本画・彫刻立体・
写真・版画・水彩。20号以上50号までの作品約
660点
11/17～11/23
第62回春陽会神奈川研究会［B1F/1F/2F/3F］
［主催］春陽会神奈川研究会［内容］油彩・水彩・版画
含む70名、約180点～200点

11/24～11/30
丘遊展［3FA］
［主催］丘遊会［内容］絵画
平成27年度写団「夢」写真展［3FB］
［主催］写団「夢」［内容］写真半切40点と2L版20点
第12回風景スケッチ展［2FA］
［主催］横浜・鎌倉スケッチ会［内容］水彩絵の具を
用いて現場で描いた6号サイズの風景画。約180点
あとれす展2015［2FB］
［主催］絵画教室あとれす横浜［内容］絵画教室会員
による作品発表会。60～80点
第3回赫土展［1F］
［主催］土曜会［内容］土曜会の会員作品を中心に50点程
第27回雨聲会横浜書展［B1F］
［主催］雨聲会横浜支部
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そごう美術館 ☎465-5515 A-56
生誕120年 鈴木信太郎展～親密家アンティミスト
のまなざし～ 
10/10～15［休］会期中無し［内容］そごう美術館開
館30周年を記念したコレクション展。油彩約80点
を中心に、風景や静物をテーマごとに紹介する
そごう横浜店美術画廊 ☎465-5506 A-57
岩波昭彦 日本画展 10/27～11/2［休］会期中無し
日本画 温故知新展 10/27～11/2［休］会期中無し
井口由多可 油絵展 11/3～9［休］会期中無し
ヴィクトリアンジュエリー展
11/3～9［休］会期中無し
島根清 油絵展 11/10～16［休］会期中無し
横浜を描く 白井洋子 水彩画展
11/10～16［休］会期中無し
葉加瀬太郎 作品展 11/17～23［休］会期中無し
有田焼陶芸協会展11/24～30［休］会期中無し

第35回日本総合書芸院選抜展
11/20～24［休］会期中無し
第32回産経神奈川百選展
11/26～12/1［休］会期中無しArt Araq Asia Gallery（AAA Gallery）

 ☎664-3907 A-① b5
Y13Bクラス展
10/31～11/6［休］11/3［内容］PHaT PHOTO横浜
写真教室のクラス展
霜月梨乃企画「ペット展」
11/7～13［休］11/10［内容］ペットがテーマ
「おれたちゃのらねこ」
11/7～13［休］11/10［内容］イラスト・写真。のら
ねこをテーマにした、２人の作家の合同展
ふりはた あきた 個展「SOME」
11/7～13［休］11/10［内容］いくつかの絵を合わせ
て何かになる。展覧会だからこそ楽しめる作品作り
Train-Train vol.9
11/14～20［休］11/17［内容］鉄道をテーマにし
た写真・イラスト
青はっと 個展
11/14～20［休］11/17［内容］鉄道・建物・工場等
の写真
松本孝平 個展
11/14～20［休］11/17［内容］鉄道写真
146BEST OF ONE MAN SHOW
11/21～27［休］11/24［内容］AAA GALLREYとArt 
Baboo146が合同で行う来場者参加型の公募展
kisara 個展
11/28～12/4［休］12/1［内容］アクセサリー
リサエキシビション２～わたしとあなた展～
11/28～12/4［休］12/1［内容］クレヨン画。「人間
関係」「何かと何かの間にあるもの」を描いた新シ
リーズ 
Art Gallery 山手 ☎628-0267 A-④ b5
山本真郎 陶展
10/29～11/3［休］会期中無し［内容］灯・土鍋等
西内誠 花の写真展Ⅱ
11/6～8［休］会期中無し
第3回小さな世界展 -ＣＤケースを使って-
11/12～23［休］会期中無し［内容］ＣＤケースを額
に見立てた、絵画・切り絵・キルト絵・刺繍等
小山則恵 個展
11/27～29［休］会期中無し［内容］アクリル絵画・
大島紬等のコート、BAG
art Truth ☎263-8663 A-⑥ b5
坪井富佐乃 銅版画展
10/28～11/2［休］会期中無し［内容］クジラやシャ
チ等海の生物がモチーフ
渡辺勇 個展
11/4～9［休］会期中無し［内容］水彩・墨による抽象画
武永リヨ展
11/18～23［休］会期中無し［内容］油彩・アクリル
の半抽象画
戸井田しづこ 個展
11/25～30［休］会期中無し［内容］絵画
Art Baboo146 ☎228-8146 A-⑦ b4
のもとひろこ 企画展
10/31～11/6［休］11/3［内容］イラスト・アクセサリー
「Okinawaモノクロ写真展」
11/7～13［休］11/10［内容］ジョウジ山岸個展
いとうしゅん企画「にこいち展」
11/14～20［休］11/17［内容］2人1組で制作した
作品を展示するコラボ展
Art Baboo146 ２周年記念展11/14～20［休］11/17
146 BEST OF ONE MAN SHOW
11/21～27［休］11/24［内容］AAA GALLREYとArt 
Baboo146が合同で行う来場者参加型の公募展
ATELIER K・ART SPACE ☎651-9037 A-⑩ c4
五島三子男展
10/20～11/1［休］月曜［内容］平面・インスタレー
ション10点
1010美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑫ b4
卯野夏子 個展
11/1～10［休］水曜［内容］アクリル・平面
西川肇一 個展 11/14～23［休］水曜［内容］版画
中島史子 個展
11/28～12/7［休］水曜［内容］立体・平面・ウェア
ラブルアート

第24回琴帥会 書と刻字展11/5～10［休］会期中無し
第32回産経神奈川百選展
11/26～12/1［休］会期中無し
ギャラリーダダ ☎461-1533 A-33
笹倉貫聖 アクリル画展
10/28～11/3［休］会期中無し［内容］現代に忘れ
去られがちな夢とユーモア
高宮あけみ 水彩画展
10/28～11/3［休］会期中無し［内容］身近な風景、
静物、花等
押し花展
11/4～10［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
11/11～17［休］会期中無し［内容］型染め・臈纈染め等
畑井展子展11/18～24［休］会期中無し［内容］油彩
ピエール・カズオ・岩村展
11/18～24［休］会期中無し［内容］油彩・水彩
持丸泉ファンタジーフラワー展
11/25～12/1［休］会期中無し［内容］押し花・ファ
ンタジーフラワー等
多田まり絵 水彩画展
11/25～12/1［休］会期中無し［内容］ネコを描く
GALLERY hide&seek ☎439-3951 B-⑧
大澤嘉美 作陶展
11/2～7［休］会期中無し［内容］釉へのこだわりあ
る表情豊かな暮らしの器達
今井郁子 ガラス工芸展
11/16～21［休］会期中無し［内容］パートドヴェー
ルの手法による、あかりとアクセサリー
クマガイヨウコ 手織り展2015
11/26～12/1［休］会期中無し［内容］洋服・バッグ・
小物作品。マフラーのワークショップあり
ギャラリーぴお ☎681-5122 A-36 b3
第29回港の作家小品展
10/29～11/3［休］会期中無し［内容］油彩・日本画・
アクリル画。10号以下の小品
gallery fu ☎070-6429-8597 A-38 c5
「かたどる、わたしたちのかたち」展
11/20～28［休］会期中無し［内容］横浜国立大学教
育人間科学部美術教育講座原口ゼミ（工芸）所属学
生と教員によるグループ展
ギャラリーミロ ☎251-5229 A-39 c3
ル ヴァン展
10/26～11/1［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・
アクリル・鉛筆画等　講師：香取玲子
風響会日本画展 11/2～8［休］会期中無し
山水会日本画展 11/9～15［休］会期中無し
ミマス絵画会展
11/16～22［休］会期中無し［内容］油彩等
いとうやすこ手織り作品展11/23～29［休］会期中無し
八人会墨彩画展
11/23～29［休］会期中無し［内容］水墨画
小田切道子 布絵個展
11/30～12/6［休］会期中無し［内容］布絵 
ギャラリー元町 ☎663-7565 A-40 c5
藤原ひろ子展11/3～8［休］会期中無し［内容］陶芸
木寺展11/10～15［休］会期中無し［内容］金工
佐々木恵理展11/17～22［休］会期中無し
上村由希展11/24～29［休］会期中無し［内容］ガラス
ギャラリー Lei OHANA ☎941-6169 B-⑪
Seasonal poetry ～季節の詩～
11/13～19［休］会期中無し［内容］四季の移り変わり
を色画用紙やおりがみをつかい表現。ポスターカード
ハワイアンキルトとカリグラフィーの作品展
11/29・30［休］会期中無し
ギャルリーパリ ☎664-3917 A-42 b4
清水梢太郎 個展 11/5～14［休］日曜［内容］絵画
Kenji BERTHEAU SUZUKI Exhibition
11/23～28［休］会期中無し［内容］彫刻
島 栄里子 個展11/30～12/5［休］会期中無し［内容］絵画
クロス・パティオ 緑のギャラリー ☎223-2621 A-46 a2
内山教室作品展
11/19～25［休］会期中無し［内容］日本画・水彩
ゴールデンギャラリー ☎201-7118 A-48 b3
第15回大日本書芸院 横浜地区連合書道展
10/29～11/3［休］会期中無し
第24回琴帥会 書と刻字展11/5～10［休］会期中無し
第49回春秋会書作展11/12～17［休］会期中無し
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神奈川近代文学館 ☎622-6666 A-⑰ b5
特別展「生誕140年 柳田國男展 日本人を戦慄せし
めよ―『遠野物語』から『海上の道』まで」 
10/3～11/23［休］月曜（祝日の場合は開館）［内容］
日本民俗学の創始者・柳田國男(1875～1962)の87
年の生涯を概観し、幅広い読書体験、深い学識に支え
られた著作の魅力を探り、その現代性を見つめ直す 
神奈川県立かながわ労働プラザ・ギャラリー
 ☎633-5413 A-⑳ c4
フォト亀楽 第35回写真展
10/27～11/2［休］会期中無し［内容］平均年齢78
歳のアマチュア写真クラブ会員30名の作品
ガレリア セルテ ☎651-5471 A-㉒ b3
若松進一路・幸子 二人展
11/1～7［休］会期中無し［内容］油彩
村田恭一 水彩画展 ”旅の想いで”X
11/8～14［休］会期中無し
festa 2014 alte YOKOHAMA 多摩美展
11/16～22［休］会期中無し［内容］多摩美大OB展
鈴木とも子 水彩画展
11/24～29［休］会期中無し
画廊 楽 ☎681-7255 A-㉕ c4
絵彩の会展
10/26～11/1［休］会期中無し［内容］油彩・水彩
遊子展 11/2～8［休］会期中無し［内容］油彩
須藤愛子 個展11/2～8［休］会期中無し［内容］油彩
SMAC展
11/9～15［休］会期中無し［内容］油彩・ミクストメ
ディア
八幡一郎 個展 11/23～29［休］会期中無し［内容］油彩
塊の会３人展 11/23～29［休］会期中無し［内容］油彩
神奈川独立選抜展
11/30～12/6［休］会期中無し［内容］油彩
Gallery ARK ☎681-6520 A-㉖ c4
-アートで聴く音楽♪- CDジャケットアート展
10/29～11/7［休］会期中無し［内容］アートソム
リエ山本冬彦氏プロデュース。アートと音楽とのコ
ラボレーション
蛯子真理央展
11/12～21［休］日曜［内容］油彩等約16点。静物・
風景
美齊津匠一展
11/26～12/5［休］日曜［内容］混合技法等による
静物画等約16点
ギャラリーKAN ☎641-4751 A-㉙ c4
布あそび 着物をリメイクした洋服展
11/17～22［休］会期中無し［内容］手づくりする人
4名による100点
ギャラリーこやま ☎545-1105 B-⑥
木版画展
11/2～8［休］会期中無し［内容］作家5人による23点
佐藤光男 水彩・スケッチ展
11/21～27［休］会期中無し［内容］日本の古い街並。
40点
ギャラリー守玄齋 ☎201-7118 A-32 b3
第15回大日本書芸院 横浜地区連合書道展
10/29～11/3［休］会期中無し

エリスマン邸 ☎211-1101 A-⑮ b5
冬が来るまえに あたたかな木版画展
11/1～6［休］会期中無し
クィリング作品展 11/7～9［休］会期中無し
マツオエリカのシンクロニシティ
11/10～12［休］11/11［内容］写真
陶芸教室きらく展
11/13～15［休］会期中無し
みなとみらいフォトサークル写真展2015
11/21～26［休］会期中無し
大佛次郎記念館 ☎622-5002 A-⑯ b5
テーマ展示Ⅱ「大佛次郎の愛した舞台 －バレエも、
歌舞伎も」
7/16～11/8［休］月曜（祝日の場合は翌平日）［内容］
生涯様々な分野の舞台に関わり続けた大佛次郎。新
劇運動に参加し劇作家を志した学生時代から、脚本
を手がけ国立劇場の理事を務めた晩年にいたるまで
の足跡をたどり、舞台人・大佛次郎の情熱を探る

か行

万国橋ギャラリー ☎201-8103 A-65 b3
ヨシダイサム 油彩画展
11/3～9［休］会期中無し［内容］風景・静物
寺田みのる 陶展
11/17～23［休］会期中無し［内容］陶器・陶板
f.e.i art gallery ☎325-0081 A-66
-溢れる日々- 横田藍子 個展
11/9～20［休］土曜・日曜［内容］油彩
Happy Tree! -冬の彩り-
11/30～12/18［休］土曜・日曜［内容］絵画・立体・
グッズ・リース等。ドライフラワー作家小池夕子、絵
本作家・イラストレーター菅野由貴子、イラストレー
ター丸山ゆきによるグループ展
FEI ART MUSEUM YOKOHAMA 
 ☎411-5031 A-67
第47回白日会神奈川支部展11/10～15［休］会期中無し

は行

第23回 キャンバス・アバウト展（横浜弁護士会美
術同好会展）
11/9～15［休］会期中無し［内容］油彩等。約40点
アトリエ・サン展
11/16～22［休］会期中無し［内容］油彩等。約40点
汎土会 洋画展
11/23～29［休］会期中無し［内容］油彩。約30点
壹谷隆義 個展
11/30～12/6［休］会期中無し［内容］絵画。約30点
みなとみらいギャラリー ☎682-2010 A-73 a2
第13回ぱーしもんキルト展
10/27～11/2［休］会期中無し［内容］パッチワー
クキルト
サロンデザール絵画教室 横浜展
10/28～11/2［休］会期中無し
中筋青輝 還暦書作展10/28～11/1［休］会期中無し
ふたば書道会 游莫支部 「遊書展」春夏秋冬
11/3～8［休］会期中無し
第11回知遊会展11/3～9［休］会期中無し［内容］絵画
シャドウボックス作品展 ～雅な世界～
11/4～9［休］会期中無し
ねんどの花 ルレーブ・フルール展
11/12～15［休］会期中無し
辰己組 きり絵展 11/17～23［休］会期中無し
きると＋あかでみぃ仲間展 vol.3
11/18～22［休］会期中無し［内容］パッチワークキルト
写真集団 月見草～富士と対峙して20年 記念写真展
11/24～30［休］会期中無し
中村節子 キルトサークル 11/25～30［休］会期中無し
アトリエたとあ ウィービング展
11/25～30［休］会期中無し

みつい画廊 ☎261-3721 A-72 c3
安藤華舟 個展
10/26～11/1［休］会期中無し［内容］水墨・墨彩画。
約30点
八幡港二 個展
11/2～7［休］会期中無し［内容］油彩・水彩等

ま行

『アート・はま』仲間展（絵画とキルト）
11/4～9［休］会期中無し［内容］油彩・彩墨画・キルト
アートフォーリビング4
11/18～24［休］会期中無し［内容］絵画・レリーフ等
第15回「楓」パッチワークキルト展
11/26～12/1［休］会期中無し
横浜市磯子区民ホールギャラリー
 ☎750-2393 C-⑱
パレットクラブ
10/30～11/4［休］会期中無し［内容］絵画・工作
鎌倉彫・根岸教室 11/6～11［休］会期中無し
四季の会 11/13～18［休］会期中無し［内容］絵画
クローバーの会
11/20～25［休］会期中無し［内容］絵手紙
二水会 11/27～12/2［休］会期中無し［内容］絵画
横浜市岩間市民プラザ ☎337-0011 C-⑲
〈保土ケ谷区民文化祭〉高齢者作品展
11/1～5［休］会期中無し［内容］区内在住の60歳
以上の方による、絵画・書・手芸等
フェローアートギャラリー vol.20　特別展示
11/27～12/12［休］会期中無し［内容］障がいのあ
るアーティストたちの作品。横浜市民ギャラリーあ
ざみ野で2010年から開催してきたミニ・ギャラ
リーのシリーズ初となる出張展
横浜市神奈川区民文化センター かなっくホール
 ☎440-1211 B-㉑
写友ぐる～ぷ“翼” 20周年記念写真展
10/27～11/2［休］会期中無し［内容］課題作品「光
と影」・自由作品 
彩友会・恵友会 合同水彩画作品展
10/27～11/2［休］会期中無し［内容］堀恵子先生
指導による2つの同好会の合同展。風景・静物等約
45点
第30回ヨコハマ墨游会 ～水墨、墨彩画展～ 
11/3～9［休］会期中無し［内容］額8～100号と掛
け軸40点
第7回SST絵画展 11/3～9［休］会期中無し
長澤正雄 写真と水彩画展
11/10～15［休］会期中無し［内容］日本の自然風景
2015 横浜フォトネイチャー写真展 ～自然風景写
真四季の彩り～ 
11/10～15［休］会期中無し
第13回“ヨコハマ写心塾”展 ～Feel & Heal～
11/17～23［休］会期中無し［内容］講師・商家訓先
生と塾生の作品
百瀬研勢「つばき咲く頃」写真&詩展 ～花に魅せら
れ、癒され、生かされて～ 
11/19～23［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～ 
11/26～29［休］会期中無し［内容］小学生を対象と
した絵画の公募展。土日は、いけばなや茶の湯の体
験あり
横浜市港南区民文化センター ひまわりの郷
 ☎848-0800 C-⑳
第32回港南区ART展
10/29～11/4［休］会期中無し［内容］地域住民の
創作芸術作品を、小中学生を含む一般公募により展
示。約150点
横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール
 ☎511-5711 B-㉒
第5回光彩展 
10/28～11/1［休］会期中無し［内容］心象画・抽象
画・具象画。作家14名による作品展
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ 
 ☎866-2501 C-㉒
第1回植物画クラブ ボタニカルアート展
10/28～11/1［休］会期中無し
トール＆クラフト ベリーズCafe 
10/28～11/2［休］会期中無し［内容］トールペイ
ント作品展示とクラフト作品の販売
日本画・水彩画作品展-大船・上永谷内山教室作品展
11/3～9［休］会期中無し
和み会・コスモス水彩画展
11/11～16［休］会期中無し［内容］領家中学校後援
会の生涯学習教室展
第20回友美会絵画展
11/11～16［休］会期中無し［内容］風景・静物・人
物等。約60点

山手234番館 ☎625-9393 A-75 b5
第11回アートクラブオリオン絵画展
10/29～11/3［休］会期中無し
油絵 コピーヌ 二人展～山と花に魅せられて
11/5～10［休］会期中無し［内容］絵画
パステル画＆羊毛フェルト ふわもふ.ワールド
11/12～17［休］会期中無し
さくらん布ぞうり・リボンレイ・キルト・茶箱コラボ展 
11/19～24［休］会期中無し
山手111番館 ☎623-2957 A-76 b5
第2回童画展11/2～4［休］会期中無し
アートフラワーケイズ 2015 Autumn and X’mas
11/6～10［休］会期中無し［内容］アーティフィシャ
ルフラワーアレンジメント
羊毛とオーストラリアワイルドフラワー
11/13～18［休］会期中無し
木の実とスパイスのアレンジメント展・小さな森の
コンチェルト11/20～25［休］会期中無し
横浜赤レンガ倉庫1号館 ☎211-1515 A-77 a3
2015ワールドCUP展
10/30～11/3［休］会期中無し［内容］いずみ陶芸
学院を卒業した新進陶芸家による作品展
横浜開港資料館 ☎201-2100 A-78 b4
その音、奇妙なり -横浜・西洋音楽とのであい-
9/30～1/24［休］月曜（11/23、1/11は開館）、11/24、
1/12、年末年始［内容］ペリー来航を機に横浜にも
たらされた西洋音楽は、今日まで続く日本の洋楽の
基礎となった。本展示では、こうした西洋音楽の伝
来と普及の過程を、伝来の地横浜を中心にたどる
横浜市泉区民文化センター テアトルフォンテ
 ☎805-4000 C-⑯
第29回泉区民文化祭 写真・手芸・絵画展
11/1～4［休］会期中無し
第29回泉区民文化祭 工芸・書作展
11/5～8［休］会期中無し
第6回/泉いきいき展
11/10～15［休］会期中無し［内容］年金受給者280
人による表現
川へのドア展28 2015 
11/25～30［休］会期中無し［内容］横浜国立大学美
術科絵画教室の卒業生9人によるグループ展
横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場
 ☎771-1212 C-⑰
第35回悠画会展 
10/28～11/3［休］会期中無し［内容］洋画・日本画

や行

さ行

仲通りギャラリー ☎211-1020 A-58 b3
田邊 昭 水彩画展 -四国紀行-
11/2～8［休］会期中無し［内容］25点
神奈川白日会 次世代展
11/10～15［休］会期中無し［内容］洋画。50歳以下
の作家14名の作品展。4号以下 各2点
浅野康則展
11/29～12/5［休］会期中無し［内容］洋画。横浜開
港アンデパンダン展共催企画展
爾麗美術 ☎222-4018 A-61 b4
黒騎士展・秋（第9回）
10/24～11/3［休］10/28［内容］安斎あや子・永田
晶彦・星野鐡之・鈴木正道・野田洋介・杉村倉太・能
登茂行・山本治美
ドローイング展
11/7～15［休］11/11［内容］ラファエル・リマ・イトウ
ＤＭ（葉書）から見た、爾麗美術の15年
11/21～12/6［休］11/25、12/2

な行

鶴見画廊 ☎584-7208 B-⑯
西山 彰 版画展 “All Fire !”
11/16～22［休］会期中無し［内容］版画・立体
ナイスガイ展
11/25～30［休］会期中無し［内容］油彩・水彩

た行

※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2015.7～2016.6版」と連動しています。


