☎681-0177 A- c3
横浜画廊元町店
後藤久遺作展
10/11〜16［休］会期中無し［内容］日本画・水彩
グループʼ 93
10/25〜30［休］会期中無し［内容］女性 6 人による
油彩等
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・絵画等
横浜市磯子区民文化センター杉田劇場
☎771-1212 B-⑯
アミーゴ 8 人展
10/2〜7［休］会期中無し［内容］絵画・トールペイ
ント等
横浜市磯子区民ホールギャラリー
☎750-2393 B-⑰
磯子シルバー彫刻クラブ
9/26〜10/1［休］会期中無し
滝頭仏画教室 10/3〜8［休］会期中無し
写友どんぐり
10/10〜15［休］会期中無し［内容］写真
野ぶどうの会と野いちごの会
10/17〜22［休］会期中無し［内容］花のちぎり絵
書道研究書友会 10/24〜29［休］会期中無し
碧の会 10/31〜11/5［休］会期中無し［内容］絵画
☎337-0011 Ｄ-⑭
横浜市岩間市民プラザ
第 15 回保土ケ谷写友会写真展
10/8〜14［休］会期中無し
よみがえれ 魚たちよ！
10/15〜20［休］会期中無し［内容］カラー魚拓
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 9 回コバルト会展 ̶市立神奈川中学卒業生美術
愛好者団体̶
10/1〜7［休］会期中無し［内容］絵画・写真等
第 5 回 SST 絵画展 10/1〜7［休］会期中無し
中川こうじ写真展 生きる命を支えたい
10/9〜14［休］会期中無し［内容］猫と東日本大震災
被災動物達の写真
第 6 回三水会展
10/15〜20［休］会期中無し［内容］水彩・油彩等
フォトサークル「すだじい」第 2 回写真展̶井の中
の蛙大海に挑む !!̶ 10/15〜20［休］会期中無し
フォトクラブ F 写真展 2013̶撮る楽しさを発見さ
せる仲間の力作展 !!̶ 10/15〜20［休］会期中無し
第 15 回「フォト六コミ」写真展
10/22〜28［休］会期中無し
鴨居フォトクラブ 第 15 回写真展
10/22〜28［休］会期中無し
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
横浜市栄区民文化センターリリス
☎896-2000 B-⑲
美季の会 作品展10/1〜7［休］会期中無し［内容］水彩
あかとんぼの会とその仲間達 絵てがみ展
10/2〜7［休］会期中無し［内容］墨と割りばしを基
本にした作品約 200 点
第 24 回横浜栄写友 作品展
10/15〜20［休］会期中無し
きつつき会創立 20 周年記念木版画展
10/16〜20［休］会期中無し［内容］風景・静物
栄区民芸術祭 手工芸展
10/23〜26［休］会期中無し［内容］染色・押し花絵等
栄区民芸術祭 第 28 回栄美展（栄区美術家協会）
10/27〜31［休］会期中無し［内容］絵画・彫刻等
横浜市戸塚区民文化センターさくらプラザ
☎866-2501

いずみ画好会展
10/1〜7［休］会期中無し［内容］油彩・水彩等
写真クラブ「どんぐり」第 13 回写真展
10/1〜7［休］会期中無し
戸塚に住む水彩画作家の親睦展／第 38 回 JRP 横浜
支部写真展 2013 10/9〜14［休］会期中無し
第 20 回戸塚ふれあい文化祭
10/18〜27［休］会期中無し［内容］油彩・水彩等
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
横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 E-⑩
青葉地域合同展
9/25〜10/6［休］会期中無し
第 60 回春陽会神奈川研究会展
10/7〜13［休］会期中無し［内容］油彩・水彩等
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
☎243-9261 D-⑱
横浜市吉野町市民プラザ
南区制 70 周年記念「みなみ大写真展」
10/5〜14［休］会期中無し
第 12 回フォトサークル M 写真展
10/22〜28［休］会期中無し［内容］風景・花々等
☎912-7777 E-⑪
横浜市歴史博物館
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
☎311-5111 D- ⑯
横浜髙島屋ギャラリー
杉山寧展
10/16〜28［休］髙島屋休業日［内容］日本画
☎311-5111 D- ⑰
横浜髙島屋美術画廊
第 26 回青渕会日本画展ー標ー／𠮷田幸央作陶展
9/25〜10/1［休］髙島屋休業日
川尻潤作陶展／リアリズム四人展
10/2〜8［休］髙島屋休業日
グループスペースホライゾン展／西浦武作陶展
10/9〜15［休］髙島屋休業日
杉本貞光作陶展 10/16〜22［休］髙島屋休業日
宮田亮平展 10/23〜29［休］髙島屋休業日
一瀬小兵衛指物展
10/30〜11/5［休］髙島屋休業日
横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A- b2
第 17 回丘遊展
10/3〜8［休］会期中無し［内容］絵画
第 23 回さわらび会水彩画展
10/17〜22［休］会期中無し
第 3 回イチイチ展
10/24〜29［休］会期中無し［内容］絵画
第 33 回横浜能面展
10/31〜11/5［休］会期中無し
☎263-4127 A- c2
横浜バロック関内サロン
内田正泰はり絵展91歳記念シリーズ 音と色のコラ
ボ展
10/2〜9［休］会期中無し［内容］コンサートも有
上野健一郎水彩画展
10/14〜19［休］会期中無し
山本悦子・ミト五十嵐二人展
10/14〜19［休］会期中無し［内容］油彩・ペンアート
☎221-0300 A- a1
横浜美術館
横山大観展̶良き師、良き友
10/5〜11/24［休］木曜［内容］新感覚溢れる作品
が生み出された背景を探る
☎221-0280 A- b1
横浜みなと博物館
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
☎662-1708 A- c2
横浜みなと町ギャラリー
ダークルーム木曜会写真展
10/31〜11/11［休］会期中無し
☎252-7240 A- c2
吉田町画廊
漣展 9/30〜10/6［休］会期中無し
磯ヶ谷鶴次個展 10/7〜13［休］会期中無し
第 12 回濱風展 10/14〜20［休］会期中無し
佐山優子個展 10/21〜27［休］会期中無し
第 9 回ローズドレ水彩画展
10/28〜11/3［休］会期中無し

ら行
☎253-7805 A- c2
リーブギャラリー
サイトウ良展
9/30〜10/13［休］
10/2、9［内容］
版画富士山シリーズ
大島順子展
10/14〜27［休］10/16、23［内容］油彩・アクリル
上原収二展
10/28〜11/3［休］会期中無し［内容］水彩

横浜

や行

ギ ャ ラ リ ー

め ぐ り

2013 年

10

月号

貸ギャラリー OPEN !

馬車道駅より徒歩 1 分

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：18 m

利用料金

床面積：51m2 天井高：3.1ｍ

月曜日〜土曜日の６日間

問い合わせ先

120,000 円（税別）

045-211-1020 http://www.nakadori-gallery.com

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

赤レンガから未 来へ

第69回／平成 25 年 洋画 日本画 彫刻立体 写真

2013

出品料：25 歳以下無料：要証明
洋 画
会期：前期
10 月 27 日（日）〜 11 月 2 日（土）［休廊日 11 月 3 日（日）］
10:00A.M.〜6:00P.M.
日本画
彫刻立体
写真
後期
11 月 4 日（月）〜11 月 10 日（日） 前後期とも最終日は 4:00P.M. まで
会場：横浜赤レンガ倉庫1号館2F ギャラリー（入場無料）横浜市中区新港 1-1-1
主催：横浜美術協会 共催：横浜市文化観光局 助成：神奈川県
後援：横浜市芸術文化振興財団 / 横浜市教育委員会 / 神奈川県教育委員会 / はまぎん産業文化振興財団 / 横浜商工会議所
神奈川新聞社 / 朝日新聞社横浜総局 / 毎日新聞社横浜支局 / 読売新聞社横浜支局 /
■ 公募規約・搬入申込書を郵送で希望の方は横浜美術協会事務所へ 80 円切手同封の上申し込むこと。
その他市内各区役所・近隣画材店にもあります。 URL: http://www.hamaten.jp/

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/

中神潔《演奏（A）
》
1992 年／油彩、キャンバス／ 91.0×116.6cm

●横浜市民ギャラリーの収蔵作品を毎月紹介します

日本最大級のジャズ・フェスティバル 横浜の街が JAZZ であふれる！
「横濱 JAZZ PROMENADE2013」10/12, 13 http://jazzpro.jp/

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 ?
ギャラリー

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 8 月 25 日現在のものです。
）

ホームページでも情報公開 !

www. ya f . or . j p / y c a g/

※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。

あ行
☎251-6937 A-② c2
art gallery,on the wind
第 5 回アジアの華展 2013 asian ﬂowers 2013
10/5、6、13、14、19、20［内容］女子美術大学のア
ジアからの留学生の作品
☎628-0267 A-③ b4
Art Gallery 山手

山中翔之郎個展 10/3〜9［休］会期中無し
白木ゆり・板倉知恵 二人展
10/12〜21［休］会期中無し
☎231-1662 A-④ b1
アートスペースイワブチ
西花咲町自治会創作展
9/29〜10/5［休］会期中無し
M の会の仲間達展
10/8〜14［休］会期中無し［内容］水彩・油彩等
楽しい仲間展
10/21〜27［休］会期中無し［内容］油彩・水彩
楽陶会 10/31〜11/4［休］会期中無し
☎263-8663 A-⑤ b4
art Truth
牧岡良個展
9/26〜10/6［休］10/1［内容］パステル画
戸井田しづこ個展
10/8〜14［休］会期中無し［内容］アクリル画中心
佐藤ケンジ個展
10/16〜21［休］会期中無し［内容］シルクスクリー
ンに手彩色
桃澤慶子個展 10/23〜28［休］会期中無し
坪井富佐乃銅版画展 10/30〜11/4［休］会期中無し
☎651-9037 A-⑦ c3
ATELIER K・ART SPACE
中村ミナト展
9/27〜10/12［休］月曜［内容］金属を素材にした立
体作品
中谷欣也展
10/19〜31［休］月曜［内容］布を使った立体・平面等
☎211-1101 A-⑩ b4
エリスマン邸

Studio Momo 陶芸クラブ作陶展
10/3〜7［休］会期中無し
絵画展「プリミティブ インプレッショニズム」
10/11〜14［休］会期中無し
彫金個展̶秋のジュエリー展̶
10/19〜23［休］会期中無し
作品展示「スパイスと煌めきの花̶クリスマスの贈
り物̶」10/26〜30［休］会期中無し
☎622-5002 A-⑪ b4
大佛次郎記念館

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
愛蔵品展「大佛次郎の東洋趣味̶文房四宝より̶」
10/24〜27［休］会期中無し［内容］小野鐘山との交流
で硯や拓本に関心を深めた大佛愛蔵の硯譜を初公開

か行
☎622-6666 A-⑫ b4
神奈川近代文学館
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（10/14、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
神奈川県民ホールギャラリー ☎662-5901 A-⑬ b3

2013 写真塾 SAWA メンズグルッペ写真展
10/1〜6［休］会期中無し
え塾展10/1〜6［休］会期中無し［内容］油彩・水彩等
神奈川県警察職員美術展
10/2〜6［休］会期中無し［内容］絵画・写真等
爺と孫たちの作品展
10/7〜13［休］会期中無し［内容］水彩・スケッチ等
さがみ会 第 16 回作品展
10/7〜13［休］会期中無し［内容］書道・写真等
第 53 回神奈川県女流展
10/8〜13
［休］
会期中無し
［内容］
女性対象の公募展。
油彩・水彩等
横濱陶塾倶楽部 作陶展「卓」Vol.6
10/14〜20［休］会期中無し［内容］テーブルウェア

manadara 展 古事記 / 神話のファンタジー
10/14〜20［休］会期中無し
神奈川県水墨画美術展 10/14〜20［休］会期中無し
2013 第 24 回神奈川美術協会会員展
10/21〜27［休］会期中無し［内容］油彩・日本画等
第 23 回光陽会神奈川支部展
10/21〜27［休］会期中無し［内容］油彩・染色画
第 29 回水の和会 水彩画展
10/21〜27［休］会期中無し
第 24 回福美連小作品展
10/21〜27［休］会期中無し［内容］絵画
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
神奈川県立かながわ労働プラザ・ギャラリー
☎633-5413 A-⑭ c3
山草展示 10/17〜19［休］会期中無し
おもと作品展 10/26〜27［休］会期中無し
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］仮面展と石川直樹写
真展の 2 部構成
☎201-0926 A-⑮ b2
神奈川県立歴史博物館
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
☎651-5471 A-⑯ c2
ガレリアセルテ

サンドイッチの会展
10/1〜6［休］会期中無し［内容］藤野政子・森秀子・
矢口由紀江 3 人展
M＆Y 版画展 10/7〜12［休］会期中無し
五人展 10/13〜19［休］会期中無し
2013 釉美会展
10/21〜27［休］会期中無し［内容］七宝・彫金
村田恭一個展 10/28〜11/3［休］会期中無し
☎641-9318 A-⑱ c2
画廊土瓶
一歩の会 9/30〜10/5［休］会期中無し［内容］絵画
松本教室日本画展 10/7〜12［休］会期中無し
創樹会 10/14〜19［休］会期中無し［内容］絵画
横浜淡彩画友の会展 10/21〜26［休］会期中無し
☎681-7255 A-⑲ c3
画廊 楽
木曜会展 9/30〜10/6［休］会期中無し
清水とみ子個展 10/8〜13［休］会期中無し
えんどう豆の会／横山俊光展
10/14〜20［休］会期中無し
瀬沼蘭個展／田澤茂個展10/21〜27［休］会期中無し
SMAC 展 10/28〜11/3［休］会期中無し
☎681-6520 A-⑳ c3
Gallery ARK

和田直樹展10/3〜12［休］日曜［内容］油彩
関口雅文展10/17〜26［休］日曜［内容］油彩
美齊津匠一展10/31〜11/9［休］日曜［内容］ミクス
トメディア
☎070-6429-8597
gallery and cafe fu
studio510写真展「ヨコハマ日和」
10/1〜13［休］月曜
飯塚緑個展「群雲 ~muragumo~」
10/15〜27［休］月曜［内容］平面・インスタレーション
熱田沙緒里個展「SAOʼs Sweet World-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
☎431-8187 C-②
ギャラリー＆スペース弥平
秋の彩游会展
10/9〜15［休］会期中無し［内容］絵画・工芸等
☎641-2275 A-㉑ b4
ギャラリーオオノ
十二ひと絵展
10/8〜13［休］会期中無し［内容］絵具の代わりに和
紙を重ねて描いた絵
手づくり”おにごっこ。
10/15〜20［休］会期中無し［内容］川窪絹子のお洒
落着等
第 10 回ハレパレ水彩画展
10/22〜27［休］会期中無し
手作り作品展示即売会「TAMATEBAKO-VOL6-]
10/29〜11/3［休］会期中無し［内容］アクセサリー・
袋物等

☎543-3577 C-④
ギャラリーかれん
地域で生きる障害者を支える会
9/30〜10/5［休］会期中無し［内容］パネル写真に
よる活動の報告
月姫・坂本由美子展
10/7〜12［休］会期中無し［内容］古布リメイク等
夢つむぎ展
10/15〜19［休］会期中無し［内容］裂き織等
手づくりサロンそれいゆ展
10/21〜26［休］会期中無し［内容］クロスステッチ・
ビーズアクセサリー等
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
☎641-4751 A-㉓ c3
ギャラリー KAN

色無き風に誘われて「秋の創作展」
9/24〜10/6
［休］
9/30
［内容］
10人による和の小物・
水彩等約 600 点
甦える古布 田中みち子展
10/17〜20［休］会期中無し［内容］大島紬の着物を
リメイクした洋服約 50 点
☎842-1428 B-⑤
ギャラリー伽羅
手作りきゃら SHOP
9/3〜10/17［休］日曜・月曜［内容］着物リフォーム
服・バック等
裂き織り展̶彩る布たち̶
10/18〜20［休］会期中無し［内容］コート・ベスト・
小物等
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
☎545-1105 C-⑤
ギャラリーこやま
吉永孝夫展
10/1〜7［休］会期中無し［内容］水彩・陶小物等50点
木版画＆陶展 10/11〜17［休］会期中無し［内容］画
廊ゆかりの作家の作品
絵画展 10/21〜27［休］会期中無し
☎251-6177 A-㉕ c2
ギャラリー SHIMIZU

黒岩慧美子作品展
10/1〜7［休］会期中無し［内容］陶芸 50 点
版画アートラリーかながわʼ 13 ファイナル
10/9〜17［休］10/13
又村統 作品展
10/19〜25［休］会期中無し［内容］平面 25 点
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
☎201-7118 A-㉖ b1
ギャラリー守玄斎

23 回日月書道会役員選抜展
9/26〜10/1［休］会期中無し
51 回日本書道家連盟公募展
10/10〜15［休］会期中無し
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
☎461-1533 D-④
ギャラリーダダ
原俊夫油彩画展／永田マチ子水彩画展
9/25〜10/1［休］会期中無し
角村先光油彩画展 10/2〜8［休］会期中無し
香取玲子旅の記憶展
10/9〜15［休］会期中無し［内容］アクリル等
パレット 5 展
10/16〜22［休］会期中無し［内容］油彩・水彩
木佐貫悦深個展
10/16〜22［休］会期中無し［内容］水彩
あゆみ会絵画展
10/23〜29［休］会期中無し［内容］水彩等
石川節子水彩画展 10/23〜29［休］会期中無し
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
☎661-1060 A-㉙ b3
ギャラリーパストレイズ
本橋成一「サーカスの時間」
9/20〜10/26［休］日曜・月曜［内容］写真
☎681-5122 A-㉚ b1
ギャラリーぴお
第 51 回全国公募日書家展 日本書道家連盟公募展
10/10〜15［休］会期中無し
第 26 回しゅのんそー展・佐藤やすしこ展
10/17〜22［休］会期中無し［内容］油彩・水彩等
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

☎563-5898 C-⑦
ギャラリー日吉
第一回奥マリ子個展
10/4〜8［休］会期中無し
同時開催：パッチワークキルト（落合光恵）
花の会 10/10〜15［休］会期中無し［内容］水彩
いなもといくえニット展
10/17〜22［休］会期中無し
安村光正写真展「時の思い出」
10/24〜27［休］会期中無し
☎251-5229 A-㉜ c2
ギャラリーミロ

萌木展
9/30〜10/6［休］会期中無し［内容］水彩等
石川勝水彩画展
10/7〜13［休］会期中無し［内容］風景等
燦建展
10/14〜20［休］会期中無し［内容］油彩・水彩等
エクリュ
10/21〜27［休］会期中無し［内容］油彩
風響会日本画展
10/28〜11/3［休］会期中無し
☎941-6169 E-⑦
ギャラリー Lei OHANA
Craft Field Kaname 個展
10/25〜29［休］会期中無し［内容］行川かな子のア
クセサリー等
☎664-3917 A-㉟ b3
ギャルリーパリ

BICO 展 9/30〜10/5［休］会期中無し
森本利通展 10/14〜19［休］会期中無し
布施和佳子展 10/21〜26［休］会期中無し
高屋 修展10/28〜11/2［休］会期中無し［内容］油彩
☎201-7118 A-㊵ b1
ゴールデンギャラリー
23 回日月書道会役員選抜展
9/26〜10/1［休］会期中無し
23 回琴帥会書と刻字展 10/3〜8［休］会期中無し
51 回日本書道家連盟公募展
10/10〜15［休］会期中無し
25 回右心会展 10/18〜22［休］会期中無し
31 回群星会展 10/24〜29［休］会期中無し
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
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
10/13［内容］毎月恒例の地域とアートのイベント

さ行
☎846-3987 B-⑨
さくら画廊
笈川貞夫個展
10/3〜7［休］会期中無し［内容］水彩約 25 点
2013 菜の会展
10/10〜14［休］会期中無し［内容］油彩約 25 点
さくら画廊 5 人展
10/17〜25［休］10/23［内容］岩瀬誠一・小芝恵美・
大坂由里他 水彩・パステル約 25 点
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
☎664-1795 A-㊶ a1
サブウェイギャラリー M

第 3 回日本画院神奈川支部展
9/30〜10/6［休］会期中無し［内容］16 名による大
小約 30 点
☎621-0635 B-⑩
三溪園
フォトコンテスト入賞作品展
9/28〜10/27［休］会期中無し［内容］三溪園の魅力
を作品を通して味わえる。46 点
初秋の古建築公開−数寄のデザイン細見 重要文化
財 臨春閣
10/14〜20［休］会期中無し［内容］江戸時代初期に
紀州徳川家の別荘として建てられた臨春閣を、随所
に凝らされた内部の意匠にスポットをあて紹介
菊花展
10/26〜11/23［休］会期中無し［内容］約 500 点
シルクセンターギャラリースペース
☎641-0840 A-㊷ b3
全国染色作家作品展
9/27〜10/6［休］会期中無し［内容］西陣織・紬
横浜の風景 佐藤潔
10/9〜16［休］会期中無し［内容］写真

スペースナナ（旧名ギャラリーナナ）

☎482-6717

E-⑥

ニキ版画展
10/2〜14［休］10/7、8［内容］ニキドサンファル
の作品
フランス額装作品展
10/23〜27［休］会期中無し［内容］橋本真澄制作の
額の展示
幸せをつなぐフェアトレード展̶2013/ 秋
10/30〜11/10［休］11/4、5
☎662-2937 A-㊹ c2
せんたあ画廊

細合仁一郎個展
10/5〜14［休］会期中無し［内容］抽象作品。スペイ
ンのサンタンデールに 20 年間滞在し制作
大原裕行 水彩展
10/22〜31［休］会期中無し［内容］静物・風景等
☎465-5515 D- ⑦
そごう美術館
40 周年記念ベルサイユのばら展
9/8〜10/14［休］会期中無し［内容］連載 40 周年を
記念して「ベルばら」の全貌を紹介
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］油彩・水彩等
30 点以上日本初公開
☎465-5506 D-⑧
そごう横浜店美術画廊
青二会／年代尚美洋画展
10/1〜7［休］会期中無し
伊藤正宏洋画展／溝部聡洋画展
10/8〜14［休］会期中無し
近代工芸逸品展 10/15〜21［休］会期中無し
森公男作陶展 10/22〜28［休］会期中無し
岡田眞治日本画展／日本画秀作絵画展
10/29〜11/4［休］会期中無し

た行
☎584-7208 C-⑨
鶴見画廊
瀧ヶ崎千鶴日本画展 10/2〜7［休］会期中無し
法政オレンジの会展
10/9〜14［休］会期中無し［内容］法政二高・女子高
美術部 OB・OG グループ展
織田梓、田澤たか子二人展
10/16〜21［休］会期中無し［内容］日本画
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

な行
☎661-2040 A-㊼ b3
日本新聞博物館
92 歳の報道写真家 福島菊次郎展̶ヒロシマからフ
クシマへ̶。戦後、激動の現場
8/24〜10/20［休］月曜（祝日の場合は翌日）
［内容］
現役最長老の写真家の作品を多角的に紹介
「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）

は行
☎201-8103 A- b2
万国橋ギャラリー
アトリエ・コパン展
10/1〜7［休］会期中無し［内容］油彩・水彩等
マルシュ展 10/8〜14［休］会期中無し［内容］油彩
堀江悦男個展
10/15〜21［休］会期中無し［内容］油彩・水彩
ハーモニー展
10/22〜28［休］会期中無し［内容］油彩・水彩等
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・陶芸等
☎325-0081 D-⑨
f.e.i art gallery
版画公募展「FEI PRINT AWARD」受賞者
石川真衣展 9/24〜10/2［休］土曜・日曜・祝日
鈴木朝潮展 10/3〜11［休］土曜・日曜・祝日
吉田仁美展 10/15〜23［休］土曜・日曜・祝日
ノグチエミコ展
10/28 〜 11/15［休］土曜・日曜・祝日［内容］ガラス
FEI ART MUSEUM YOKOHAMA
☎411-5031 Ｄ-⑩
第 2 回版画公募展 FEI PRINT AWARD
9/17〜10/4［休］会期中無し
多摩美術大学校友会展 10/20〜27［休］会期中無し
翠嵐会美術展
10/30〜11/4［休］会期中無し［内容］油彩・水彩等

ふれあいショップさんぽみちギャラリー

☎895-8998

第１回グループ M 作品展
9/30〜10/6［休］会期中無し［内容］油彩

B-⑫

ま行
☎261-3321 A- c2
みつい画廊
YSK同好会9/30〜10/6［休］会期中無し［内容］水彩
さつき会展10/7〜13［休］会期中無し［内容］水彩
野村宏展10/14〜20［休］会期中無し［内容］水彩
モーヴ展10/21〜27［休］会期中無し［内容］油彩
八幡港二展
10/28〜11/2［休］会期中無し［内容］油彩・スケッチ
☎682-2010 A- a1
みなとみらいギャラリー
第 5 回丸太小屋の会パッチワーク作品展
10/2〜6［休］会期中無し
第 12 回 JABA 作品展
10/8〜13［休］会期中無し［内容］ガラス・額物
M̶水彩スケッチ会 2013 作品展
10/8〜14［休］会期中無し
サロンデザール絵画教室 横浜展
10/9〜14［休］会期中無し
第 4 回水の会かな書展
10/16〜20［休］会期中無し
第 3 回韓国の美ポジャギ展
10/23〜28［休］会期中無し［内容］韓国伝統工芸・
パッチワーク
テーブルコーディネート
10/24〜27［休］会期中無し
創雅書道展／第 29 回「写団かもめクラブ」写真展
10/29〜11/4［休］会期中無し
2013 SATOMI EXHIBITION
10/29〜11/4［休］会期中無し［内容］絵画

や行
☎625-9393 A- b4
山手 234 番館
楽しく遊ぶセブンスターズ
9/26〜10/1［休］会期中無し［内容］水彩
カトレア会水彩画展
10/3〜8［休］会期中無し
オシャレな絵手紙展和の会
10/10〜15［休］会期中無し
太田美幸とこどもたち
10/17〜22［休］会期中無し［内容］絵画
本牧フォトアカデミー写真展
10/24〜29［休］会期中無し
☎623-2957 A- b4
山手 111 番館
カリグラフィー ペンで書く手書きの西洋文字
9/27〜10/2［休］会期中無し
個展 10/4〜8［休］会期中無し［内容］画
お部屋を楽しむ絵とキルト♯２
10/11〜16［休］会期中無し［内容］キルト・油彩
USAUSA WORLD BEYOND あべあやこイラスト
原画展
10/18〜23［休］会期中無し
ももいろいろ
10/24〜31［休］会期中無し［内容］写真
☎211-1515 A- a2
横浜赤レンガ倉庫 1 号館
第 9 回 iPhone ケ ー ス 展−iPhone Creative Festa
2013−
10/4 〜 6［休］会期中無し
公益財団法人 JR 東海生涯学習財団 第 18 回合同作
品展／第 16 回クラフトマンズヨコハマ会員展（そ
れぞれのかたち V）
10/8〜13［休］会期中無し
2013・JDA トリエンナーレ
10/15〜20［休］会期中無し
第 69 回ハマ展 ̶赤レンガから未来へ̶
前期（10/27〜11/2）洋画／後期（11/4〜10）日本
画・彫刻立体・写真［休］11/3
☎201-2100 A- b3
横浜開港資料館
企画展「被災者が語る関東大震災」
7/13〜10/14［休］月 曜（10/14 は 開 館）
［内 容］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
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

