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奥村泰宏《似顔絵描き》
1950年／ゼラチン・シルバープリント／ 34.6×34.5cm

●ホームページで作品解説をご覧いただけます

村上隆とスーパーフラット・コレクション
Photo: Kentaro Hirao

ホームページでも情報公開 !
http://ycag.yafjp.org/

横浜には150あまりの画廊、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12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「称名寺貝塚」
1/30～3/21［休］月曜（祝日の場合は開館、翌日休
館）［内容］金沢区の称名寺付近にある縄文時代の貝
塚。本展では、最新の研究成果によって、称名寺貝塚
とそこで暮らした人々の姿を描き出す
横浜髙島屋美術画廊 ☎311-5111 A-83
いのちの景色 西田俊英展
1/27～2/2［休］会期中無し［内容］日本画
坂口紀良展 2/3～9［休］会期中無し［内容］洋画
西浦武 作陶展 2/3～9［休］会期中無し
渋草柳造 戸田鉄人展
2/10～16［休］会期中無し［内容］陶芸
港信夫展 2/10～16［休］会期中無し［内容］洋画
今日庵出入方 吉向十三軒 茶陶展
2/17～23［休］会期中無し
水江東穹展
2/24～3/1［休］会期中無し［内容］日本画
豊福博 作陶展 2/24～3/1［休］会期中無し
横浜美術館 ☎221-0300 A-89 b2
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、1/12～1/29［内容］「神話と
ヌード」「抽象と構成 ～工業化と都市のイメージ」
「無名都市　～現代の写真に見る匿名の風景」「コム
デギャルソンの家具」の4つのテーマで構成
村上隆のスーパーフラット・コレクション-蕭白、
魯山人からキーファーまで-
1/30～4/3［休］木曜（ただし2/11は開館）［内容］
日本を代表するアーティスト、村上隆の現代美術を
中心とするコレクションを初めて大規模に紹介する
展覧会。圧倒的な物量と多様さを誇るコレクション
から「芸術とは何か？」という問いを投げ掛ける

横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ 
 ☎866-2501 C-㉒
会員20名による風景や静物を水彩画で研鑚してい
る水彩画展覧会
1/26～2/1［休］会期中無し［内容］約60点
神奈川県立上矢部高等学校 美術陶芸コース31期生 
卒業制作展
2/2～6［休］会期中無し
第11回にちえ展 -水彩画-（アクリル含む)
2/16～22［休］会期中無し［内容］静物・人物・スケッ
チ等
第7回なごみの会 会員展「絵画研究会」
2/16～22［休］会期中無し［内容］12名のグループ展
第6回キルトリーダーズ神奈川 第1ブロック作品展
2/25～28［休］会期中無し［内容］タペストリー・小
物等22名によるパッチワーク作品展
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 楊珪宋展
1/23～3/20［休］1/25、2/22［内容］楊珪宋は自分
の周りの恐ろしいもの、受け入れがたいものを理解
し、受容する起点としての身体をテーマに、インス
タレーションやパフォーマンスなど様々なかたちで
作品を発表してきた。本展では、楊が近年取り組ん
でいる陶による作品の中から、肉体の一部をモチー
フにした茶器などをエントランスロビーに展示
あざみ野フォト・アニュアル 考えたときには、もう
目の前にはない 石川竜一展
1/30～2/21［休］会期中無し［内容］第40回木村伊
兵衛写真賞、2015年日本写真協会賞新人賞を続け
て受賞した作家、石川竜一の個展
あざみ野フォト・アニュアル 平成27年度横浜市所
蔵カメラ・写真コレクション展『自然の鉛筆』を読む
1/30～2/21［休］会期中無し［内容］世界で最初の
写真集、W･H･タルボット著『自然の鉛筆』をテーマ
に、収蔵品の写真･カメラ･文献等を紹介
アトリエ・ヨシイエ作品展
2/24～28［休］会期中無し［内容］ホームスパン（羊
毛の染、手紡ぎ、手織り等)と陶芸の姉妹教室展。 約
300点
Shutterbug Club展 2016
2/29～3/6［休］会期中無し［内容］アートフォーラ
ムあざみ野・アトリエでの写真ワークショップメン
バーの写真作品展。 約60点
第9回田園写友会写真展
2/29～3/6［休］会期中無し［内容］街中でスナップ
撮影した約60点
横浜市吉野町市民プラザ ☎243-9261 C-㉔
丘の上写真展2016
2/9～15［休］会期中なし［内容］横浜清陵総合高校
写真部・横浜青風高校写真部・新羽高校写真部によ
る三校合同写真展

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
金沢水彩クラブ立春展
2/22～28［休］会期中無し［内容］6名のグループ展
2016 Welcome 吉田町展
2/29～3/6［休］会期中無し［内容］水彩。30名出展

横浜美術大学 大学ギャラリー ☎963-4066 B-㉖
平成27年度横浜美術大学卒業制作展
2/11～14［休］会期中無し

横浜市民ギャラリーの収蔵作品を毎月紹介します

1/26～2/1
第4回 横浜開港アンデパンダン展 [B1F/1F/2F/3F]
[主催] 横浜開港アンデパンダン展実行委員会[内
容]自由な表現で市民アートを発信。平面、立体、パ
フォーマンス等
2/2～2/8
フォト’16写真展 ［2F/3F］
［主催］フォト展実行委員会［内容］横浜を中心とし
た、18団体による写真展。開催時間10:00～17:00
美の精鋭たち展-2016-［B1F］
［主催］美の精鋭たち［内容］11人のアーティストか
ら抽出された心象風景の大作を展示
2/3～2/8
神奈川朝鮮中高級学校美術部展示会［1F］
［主催］神奈川朝鮮中高級学校［内容］絵画、立体作品等
2/9～2/14
第36回公募静雅書展［2F］
［主催］静雅書道会［内容］書作品（漢字、かな、近代
詩文書、少字数）、約150点

2/16～2/22
第18回2020年協会展［3FB］
［主催］2020年協会展［内容］県下在住の油彩・水彩・
パステル作家による大作展
燎の会/神奈川独立新人展-同時開催-［3FA］
［主催］燎の会［内容］油彩を中心とした平面作品100
～130号。約25点
横浜国立大学教育人間科学部書道ゼミ
卒業制作展［2FB］
［主催］横浜国立大学教育人間科学部書道ゼミ［内容］四
年生が学業の集大成として臨書大作と創作作品を展示
卒業制作展［2FA］
［主催］横浜国立大学教育人間科学部美術専攻［内容］
卒業制作展覧会
東海大学写真部 校外展［1F］
［主催］東海大学文化部連合会写真部［内容］湘南校
舎の学生による写真展
2/23～2/29
第55回 神奈川旺玄展［B1F/1F/2F/3F］
［主催］一般社団法人旺玄会神奈川支部［内容］油彩
画、水彩画、日本画、版画20～200号。約200点



大村康子《枯れゆくもの》2014年

あ行

東山魁夷《宵桜》セリグラフ 縦32.3cm×横45.6cm

深作秀春《祈り》油彩 2015年

大森裕《高みへ》2015年4月撮影

すぎうらひろあき《なかよし》2015年

三溪園 ☎621-0635 C-⑨
早春の所蔵品展
1/28～3/9［休］会期中無し［内容］三溪自筆の書画
や三溪園内古建築付属の障壁画等
JICA横浜 海外移住資料館 ☎663-3257 A-51 a3
TAIKEN 体験 -日系カナダ人 未来へつなぐ道のり-
10/24～2/7［休］月曜（祝祭日と重なる場合は翌日）
［内容］1877年、永野万蔵にはじまるカナダへの日
本人移民の歴史。永住後は、第二次世界大戦時の収
容所生活、戦後の強制離散等、厳しい時代を経験し
た。百周年を契機として、日系コミュニティ再建へ
の関心が高まり、先祖の遺産と日系カナダ人として
の誇りを継承していく活動が積極的に行われてい
る。本展では、日系カナダ人の歩んできた歴史と、未
来に向けたこれからの取り組みを紹介
そごう美術館 ☎465-5515 A-56
福井県立美術館所蔵 日本画の革新者たち展-特別
出品 菱田春草《落葉》-
1/16～2/16［休］会期中無し［内容］日本各地の美
術館の名品を紹介する新シリーズの第一弾。福井県
立美術館は、福井藩士を父に持ち横浜で生まれ育っ
た岡倉天心ゆかりの初期院展作家作品等、貴重なコ
レクションの数々を所蔵している。 本展では同館所
蔵作品から「日本画の革新者たち」をテーマに、日本
美術院の作家たちの屏風を中心とした名品約60点
を厳選し紹介する
そごう横浜店美術画廊 ☎465-5506 A-57
東山魁夷 版画展
2/9～15［休］会期中無し［内容］画伯の画業のなか
で重要な位置をしめ、生涯に280種以上制作した版
画作品。初期から晩年までの名作を一堂に展観

作陶45周年 中尾恭純 作陶展
2/23～29［休］会期中無し［内容］｢人間国宝｣井上
萬二先生を師とし、海外の美術館にも多くの作品が
収蔵されている作家の有田焼作品

ギャルリーパリ ☎664-3917 A-42 b4
山﨑拓巳×吉田美子
2/1～8［休］日曜［内容］インスタレーション
坂下昿吉展
2/10～23［休］日曜［内容］絵画
県民共済ギャラリー ☎201-8226 A-47 b3
第12回みなとみらいHOPE水彩スケッチ画展
1/26～2/1［休］会期中無し
ゴールデンギャラリー ☎201-7118 A-48 b3
墨友書展 2/8～11［休］会期中無し
第31回選抜書初展 2/13～15［休］会期中無し
第23回神奈川県代表書家展
2/18～24［休］会期中無し

Art Araq Asia Gallery（AAA Gallery）
 ☎664-3907 A-① b5
中二病展†第二夜†
1/30～2/5［休］2/2［内容］様々な解釈の「中二病」
の作品
ＡyaNe 個展
2/6～12［休］2/9［内容］切り絵（若手応援プロジェ
クト）
まじょっこ展
2/6～19［休］2/9、16［内容］魔法少女がテーマ
mo＊mo 個展
2/13～19［休］2/16［内容］イラスト（若手応援プ
ロジェクト）
ばら 個展
2/13～19［休］2/16［内容］イラスト（若手応援プ
ロジェクト）
ニイミクミコ 個展
2/20～26［休］2/23［内容］イラスト（若手応援プ
ロジェクト）
quo 個展
2/20～26［休］2/23［内容］イラスト（若手応援プ
ロジェクト）
mofuwa 個展
2/20～3/4［休］2/23、3/1［内容］動物のイラスト
が中心。グッズも多数あり
kiyutoe 2人展
2/27～3/4［休］3/1［内容］写真（kiyu）・イラスト
（遠江とえ）
Art Gallery 山手 ☎628-0267 A-④ b5
第7回猫・ねこ写真展 PART1
2/5～14［休］会期中無し［内容］荒木絢子・漆山俊
樹・大森裕・Kiyochan・小滝卓央・新谷祐樹・先崎
多栄子・三谷育生・やすえひでのり

第7回猫・ねこ写真展 PART2
2/19～28［休］会期中無し［内容］大塚義孝・恩田賢
司・楞野明弘・勝見里奈・斉藤達也・笹原文子・島村
恵美・染谷育子・星野俊光・矢部一樹
art Truth ☎263-8663 A-⑥ b5
カーテンのすき間
2/3～8［休］会期中無し［内容］Tamu.w.akiの個展。
油彩・水彩・アクリル画
如月愛 個展
2/10～15［休］会期中無し［内容］アクリル・油彩・
墨を用いた抽象画
羽山奈保 個展「トラベルスケッチ」
2/17～22［休］会期中無し［内容］実際に旅行した
場所はもちろん、心の旅・日常で目にした美味しい
もの等を水彩・パステル・版画（リトグラフ)で表現
花・Hana展
2/24～29［休］会期中無し［内容］花をモチーフに
したグループ展。油彩・アクリル・日本画・テンペラ・
パステル等

Art Baboo146 ☎228-8146 A-⑦ b4
芸術解放区 第2期
1/23～2/5［休］1/26、2/2［内容］一棟まるごと展
覧会会場として開放。様々な作家による競作

ギャラリーKAN ☎641-4751 A-㉙ c4
江戸ちりめんの押し絵展
2/23～3/6［休］2/29［内容］羽子板・くま手・額に
入った作品約25点。明治の終わり頃のちりめんを
使用
ギャラリー伽羅 ☎842-1428 C-⑥
手作りきゃらSHOP
2/2～27［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・ぬいぐるみマス
コット・アクセサリー・おひなさま・布ハギレ等
ギャラリーこやま ☎545-1105 B-⑥
ひいなのつどい展
2/1～7［休］会期中無し［内容］古牧千晴が40年来
つくり、集めたおひなさま。郷土雛・創作雛等約
200点
椋の会・2月展
2/12～22［休］2/18［内容］水彩（掛川ふじ）・七宝
絵（島崎まり）その他墨画等。23点
ギャラリー守玄齋 ☎201-7118 A-32 b3
第31回選抜書初展
2/13～15［休］会期中無し
第23回神奈川県代表書家展
2/18～24［休］会期中無し
ギャラリーダダ ☎461-1533 A-33
平澤薫 水彩画展
1/27～2/2［休］会期中無し［内容］筆の勢いを生か
し、力強く風景を表現
松金克子 作品展
1/27～2/2［休］会期中無し［内容］国内外の旅の風
景画
小さな小さな絵の展覧会
2/3～9［休］会期中無し［内容］SMサイズ以下の小
さな作品
「けいちつスケッチ会」作品展
2/10～16［休］会期中無し
「10人10色の絵の具箱」展
2/17～23［休］会期中無し［内容］油彩公募展
舘野克明 油彩画展
2/24～3/1［休］会期中無し［内容］国内外の四季
折々の風景
ギャラリーぴお B1 ☎681-5122 A-36 b3
M展2016（武蔵野美術大学出身作家による）
1/28～2/2［休］会期中無し［内容］平面（油彩・日本画・
版画等）・ 立体・インスタレーション等。約80点
第23回神奈川県代表書家展 併催 第9回次代を担
う新進作家展
2/18～24［休］会期中無し［内容］神奈川書壇で活
躍される書家をジャンルや会派を問わず一堂に展示
gallery fu ☎070-6429-8597 A-38 c5
大村康子 ガラス絵展
2/9～14［休］会期中無し［内容］心ひかれるままに
自然の魅力を描き出す

あ行

神奈川近代文学館 ☎622-6666 A-⑰ b5
企画展・収蔵コレクション展15「文人学者・富士川
英郎展」 
1/30～3/21［休］月曜［内容］富士川英郎（ふじかわ・
ひでお 1909～2003）は、ドイツ文学者、比較文学
者で、鎌倉で生涯の大半を過ごした。教職の傍ら研
究にいそしみ、50代以降は江戸漢詩の研究にも情
熱を注いだ。また豊富な読書体験にもとづく、味わ
い深い随筆を最晩年まで書き続けた。本展では、ご
遺族から寄贈された自筆資料や知友からの来簡を中
心に、93年の生涯を全うした富士川英郎の姿を紹
介する
文学の森へ 神奈川と作家たち 第3部 太宰治、三島
由紀夫から現代まで 
1/30～3/21［休］月曜［内容］敗戦直後の混沌を象
徴する太宰治の死に始まり、戦後の繁栄と平和のな
か自らの虚無に殉じた三島由紀夫、そして戦後とい
う時代をエネルギッシュに駆けぬけた開高健まで、
9人の作家を紹介。最後のコーナー「現代を表現す
る－湘南、ヨコハマ、そして郊外」では、石原慎太郎、
村上龍ら6人の現代作家が、同時代の神奈川を描い
た作品にもスポットを当てる 
神奈川県立地球市民かながわプラザ
 ☎896-2121 C-⑤
写真集「屋須弘平ーグアテマラ 140年のロマン」
1/23～3/27［休］月曜（祝日を除く）［内容］屋須弘
平（1846～1917）は、仙台藩に生まれ、江戸・横浜
で医学・天文学等を学んだ後、天文学者を目指してメ
キシコに渡ったが、政変でやむなくグアテマラに移
住した。そこで写真術を学び写真館を開設、写真家と
しても活躍した。本展では、カメラのレンズを通して
グアテマラの人々と交流した彼の作品を紹介する
ガレリア セルテ ☎651-5471 A-㉒ b3
関内アートスクール生徒作品展パートⅠ
1/31～2/6［休］会期中無し
関内アートスクール生徒作品展パートⅡ
2/7～13［休］会期中無し
アーネストクラブ第10回サンデー会展
2/28～3/5［休］会期中無し
ギャラリーかれん ☎543-3577 B-⑤
おりじなる展
2/1～6［休］会期中無し［内容］横浜共生会、自主製
品の展示販売
吉田博子展
2/8～13［休］会期中無し［内容］陶器
夢紡
2/15～20［休］会期中無し［内容］裂き織等
いろ+iro+彩=展
2/22～27［休］会期中無し［内容］裂き織・アクセサ
リー等
おんりいわん展
2/29～3/5［休］会期中無し［内容］手織り

ギャラリーミロ ☎251-5229 A-39 c3
かくかく展
2/1～7［休］会期中無し［内容］油彩・水彩等。神奈
川白日会会員5名によるグループ展
アトリエ21 三人展 ～冬の飛騨紀行～
2/8～21［休］会期中無し［内容］油彩・水彩。上田耕
造・岡田高弘・広田稔
Welcome 吉田町展
2/29～3/6［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・水
墨画・立体等。吉田町4画廊合同企画
ぎゃるりじん＆Chiyo’s ☎681-5900 A-44 c4
DABART
2/9～14［休］会期中無し［内容］アクリル平面
アオテン
2/16～21［休］会期中無し［内容］平面
TORIAEZU
2/23～28［休］会期中無し［内容］アクリル平面

芸術解放区 第3期
2/6～19［休］2/9、16［内容］一棟まるごと展覧会
会場として開放。様々な作家による競作
芸術解放区 第4期
2/20～3/4［休］2/23、3/1［内容］一棟まるごと展
覧会会場として開放。様々な作家による競作
1010美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑫ b4
雨宮一夫 写真展 Twig Twigs
1/16～2/7［休］水曜［内容］リネン・シルクに印画
一森京子展
2/27～3/13［休］水曜［内容］油彩
エリスマン邸 ☎211-1101 A-⑮ b5
-ena- 奥村由季 個展
2/11～13［休］会期中無し［内容］絵画
大佛次郎記念館 ☎622-5002 A-⑯ b5
テーマ展示Ⅲ　野尻抱影生誕130年は冥王星イ
ヤー☆ 「星の抱影と弟・大佛次郎」 
11/12～3/13［休］月曜（祝休日の場合は翌平日)
［内容］大佛次郎の兄であり冥王星という和名の名
付け親・野尻抱影の愛機「ロング・トム（望遠鏡)」等、
星と文学にまつわる資料約50点を紹介

か行

f.e.i art gallery ☎325-0081 A-66
日本の心展
1/18～2/5［休］土曜、日曜［内容］和をイメージす
る作品を制作している作家達によるグループ展。井
上洋介（平面・漆）、駒崎浩代（染織・色絵陶磁器）、中
村あや子（日本画）、吉田ますみ（漆芸）
Hideharu Fukasaku Gallery Roppongi１周年記
念 深作秀春展　
2/15～3/11［休］土曜、日曜、祝日［内容］医師であ
り、多様な技法で独自の世界を描く画家でもある深
作氏の個展。ニューヨークで制作した新作が中心

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA 
 ☎411-5031 A-67
草場一壽 陶彩画 横浜個展
1/29～2/8［休］会期中無し［内容］世界で唯一の技
法「陶彩画」（陶器でできた絵画）によって表現され
た作品60点

爾麗美術展Ⅲ 爾麗の始まり
2/27～3/13［休］3/2、9［内容］伊藤久三郎（1906
－1977、平面）・佐々木和（1951－2009、平面）・四
谷十三雄（1938－1963、平面）・村上肥出夫（平面）・
鈴木正道（平面）・サレー・M・ナジーブ（平面）

は行

みつい画廊 ☎261-3721 A-72 c3
第37回如月展
2/8～14［休］会期中無し［内容］絵画・彫塑・工芸・
写真等。16人によるグループ展
Welcome 吉田町展
2/29～3/6［休］会期中無し［内容］吉田町4画廊合
同企画展（ギャラリーミロ・吉田町画廊・リーブギャ
ラリー・みつい画廊）
みなとみらいギャラリー ☎682-2010 A-73 a2
光荘会 第43回青門書道展
2/3～8［休］会期中無し
書といけ花「澁谷蘆雪展」越前唐津 三好健太郎とと
もに
2/12～14［休］会期中無し
花四季フラワーアレンジメントスクール作品展
2/19～21［休］会期中無し
知っていますかー「ヒロシマ・ナガサキの原子爆弾」
ほか（CP＋）
2/25～28［休］会期中無し［内容］写真

光とガラスのエレガンス2016春～海外コンペティ
ション入選記念展示～
2/27～3/2［休］会期中無し［内容］ガラス工芸
横浜赤レンガ倉庫1号館 ☎211-1515 A-77 a3
平成27年度横浜美術大学卒業制作選抜展
2/18～23［休］会期中無し
横浜開港資料館 ☎201-2100 A-78 b4
日独修好150年の歴史 幕末・明治のプロイセンと
日本・横浜
2/3～4/10［休］月曜（祝日の場合は開館、翌日休館）、
資料整理日［内容］幕末から明治初年の日独交流の
歴史を紹介する展示。初公開の資料も多い
横浜市泉区民文化センター テアトルフォンテ
 ☎805-4000 C-⑯
吊るし雛アート展示会
1/28～2/7［休］会期中無し［内容］「吊るし雛」は、
日本古来の伝統工芸品。 2/5（金)、6（土)には体験
教室（有料)もあり
第14回こもれび水彩画展
2/17～22［休］会期中無し［内容］絵画教室「こもれ
び」の仲間たちの作品展
宮藤凉一 版画展’15.4～
2/23～29［休］会期中無し［内容］1年間に制作し
たメゾチント（銅版画)作品約30点
横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場
 ☎771-1212 C-⑰
佳絵留（かえる）グループ作品展
1/29～2/2［休］会期中無し［内容］絵画
第22回坪呑絵画クラブ展
2/18～23［休］会期中無し［内容］水彩。会員17名
による風景や静物。約50点
横浜市磯子区民ホールギャラリー
 ☎750-2393 C-⑱
遊友会
1/27～2/1［休］会期中無し［内容］絵画
磯子区文化協会手工芸部
2/3～8［休］会期中無し
磯子区小中学校個別支援学級
2/10～15［休］会期中無し［内容］絵画・工作・ちぎ
り絵・絵手紙等
デジカメクラブ快
2/17～22［休］会期中無し［内容］写真
押し花 野の花グループ
2/24～29［休］会期中無し
横浜市岩間市民プラザ ☎337-0011 C-⑲
書祥社展
2/5～7［休］会期中無し［内容］書道
横浜山岳協会 スケッチ作品展
2/16～22［休］会期中無し［内容］山好きな人たち
が描いた山の風景
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
第5回みなと墨画展 ～現代水墨・墨彩画の作品展～
2/2～8［休］会期中無し［内容］NHK文化センター ラ
ンドマーク横浜教室の生徒15名によるグループ展
第25回浜画友会展
2/2～8［休］会期中無し［内容］水彩・油彩等
第5回神奈川区デジカメサークル合同写真展
2/10～14［休］会期中無し［内容］神奈川区内7つ
のサークルによる合同展
第26回神奈川区文化展 ～写真・洋画～
2/17～22［休］会期中無し［内容］21日10～15時
お茶席あり
第26回神奈川区文化展 ～日本画・工芸・書道～
2/24～29［休］会期中無し［内容］28日10～15時
お茶席あり
横浜市港南区民文化センター ひまわりの郷
 ☎848-0800 C-⑳
第15回雙門書展
1/29～2/1［休］会期中無し［内容］書道研究温知会
の支部会員による書作品（漢字・かな・近代詩等）
猫の手工房 春の作品展
2/11～15［休］会期中無し［内容］春をテーマとし
た、つるし雛・押し花等、各種手芸作品。体験コーナー
（有料・数量限定）もあり
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ 
 ☎866-2501 C-㉒
写真クラブどんぐり 第17回写真展
1/26～2/1［休］会期中無し

ま行

山手234番館 ☎625-9393 A-75 b5
～郷愁のパリからアジア～ 中川沙綾香 洋画展
1/28～2/2［休］会期中無し
PHOTO EDITION on 和紙「お伽草子」
2/4～9［休］会期中無し
ユースギャラリー
2/13～21［休］会期中無し［内容］横浜市立元街小
学校、聖坂養護学校の生徒さんによる作品
バラ写真展 I Love Roses 2016
2/26～3/1［休］会期中無し
山手111番館 ☎623-2957 A-76 b5
YOKO MIZOGUCHI ペーパークイリング～紙へ
の挑戦～
1/31～2/1［休］会期中無し［内容］ペーパークラフト
～パレット・パリジェンヌ展～パリで画家となり長
年活動してきた中川沙綾香の描く世界
2/3～8［休］会期中無し［内容］洋画
ユースギャラリー
2/13～21［休］会期中無し［内容］ヨコハマ・イン
ターナショナルスクールの児童・生徒の美術作品

や行

さ行

仲通りギャラリー ☎211-1020 A-58 b3
ザ・カルテット 水彩画展（透明水彩四人のハーモニー）
2/22～27［休］会期中無し［内容］兼古良一・羽佐間
英二・林義弘・水沢春和
爾麗美術 ☎222-4018 A-61 b4
爾麗美術展Ⅱ 爾麗の始まり 
2/6～21［休］2/10、17［内容］許麗華（平面）・小島
素子（平面）・横山和江（写真）・竹村健（版画）・野田
洋介（平面）・鈴木淑子（立体）

な行

鶴見画廊 ☎584-7208 B-⑯
第十九回路の会展
2/4～13［休］2/9［内容］浅野康則・木村優博・林奈
保美・久富巧兵・本田次郎・前川隆敏

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。


