神奈川県民ホールギャラリー ☎662-5901 A2-③
こども造形教室 アトリエ・アルバス展
6/18〜23〈休〉会期中無し〈内容〉幼稚園児・小学
生・中学生による絵画・工作
ぎゃるりじん＆Chiyo's
岡田晶子個展
6/18〜23〈休〉会期中無し

☎681-5900 A3-⑲

☎896-2000 B-⑬
栄区民文化センターリリス
「花のシンフォニー展」
6/18〜24〈休〉会期中無し〈内容〉押し花絵、生花、
手芸品

神奈川区民文化センターかなっくホール

☎440-1211

Ｃ-⑬

神奈川 和紙ちぎり絵作品展
6/18〜24〈休〉会期中無し〈内容〉習作から創作ま
で和紙を使っての作品展

6 月 19 日から
ギャラリーダダ
今村和子油彩画展
6/19〜25〈休〉会期中無し

☎461-1533

Ｄ-⑦

みつい画廊
桑の実会展
6/24〜30〈休〉会期中無し

☎261-3721 A2-㉛

ギ ャ ラ リ ー

桑原幸三展
6/24〜30〈休〉会期中無し
水、土曜会展
6/24〜30〈休〉会期中無し
画廊 楽
三餘書展
6/24〜30〈休〉会期中無し

☎681-7255 A2-⑨

☎681-0768 A2-⑫
ぎゃらりー彩光
第 8 回 絵の樹会
6/19〜25〈休〉会期中無し〈内容〉油彩、水彩グルー
プ展

ふれあいショップ さんぽみちギャラリー

☎895-8998

B-⑯

和人リメイク
6/19〜30〈休〉会期中無し〈内容〉着物生地等利用
した小物展示・販売等

6 月 20 日から
☎641-4751 A3-⑭
ギャラリー KAN
甦る古布・田中みち子展
6/20〜23〈休〉会期中無し〈内容〉大島紬・着物をリ
メイクした洋服 50 点位

神奈川区民文化センターかなっくホール

☎440-1211

Ｃ-⑬

押花工房AN作品展 〜花と緑で楽しむクラフト作品〜
6/20〜23〈休〉会期中無し
☎750-2393 B-③
磯子区民ホールギャラリー
パレットクラブ
6/20〜25〈休〉会期中無し〈内容〉絵画・工作
☎628-0267 A3-②
Art Gallery 山手
伊庭壮太郎個展
6/20〜30〈休〉会期中無し〈内容〉心象風景の油彩

6 月 21 日から
☎545-1105 Ｃ-⑤
ギャラリーこやま
5 人の絵画展
6/21〜27〈休〉会期中無し〈内容〉花や風景などの
油彩・アクリルなど 25 点 内野典子、田所幸子、廿
日岩桂子、宮本峯子、安田津奈子
☎211-1515 A2-㉞
横浜赤レンガ倉庫 1 号館
横浜フランス月間 2013 ビデオアート展「彷徨〜都
市と砂漠の間で」
6/21〜30〈休〉会期中無し〈内容〉今日の多様な都
市の姿を映し出すビデオ作品

6 月 22 日から
☎623-2957 A3-㉓
山手 111 番館
Natural な手作り布小物作品展
6/22〜23〈休〉会期中無し

6 月 24 日から
☎543-3577 Ｃ-④
ギャラリーかれん
工房おりじん展
6/24〜29〈休〉会期中無し〈内容〉藍と陶
☎251-5229 A2-⑯
ギャラリーミロ
レ・パンソー展
6/24〜30〈休〉会期中無し〈内容〉油彩、水彩 広田
稔教室展

め ぐ り

6 月 25 日から
☎896-2000 B-⑬
栄区民文化センターリリス
植物画 花でまり展
6/25〜30〈休〉会期中無し〈内容〉植物を細密に描
いた水彩画展

横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 E-⑪
第 48 回 光風会神奈川支部展
6/25〜30〈休〉会期中無し〈内容〉油彩・水彩画
ぎゃるりじん＆Chiyo's
納涼自画像展
6/25〜30〈休〉会期中無し

あすなろ写真展
6/25〜7/1〈休〉会期中無し

2013 年

☎681-5900 A3-⑲

神奈川区民文化センターかなっくホール

佐藤慶司木工作品展
6/19〜25〈休〉会期中無し

横浜

6 月 18 日から

☎440-1211

Ｃ-⑬

第 15 回 潤風会展
6/25〜7/1〈休〉会期中無し〈内容〉水彩画教室 20
数名による水彩画展

6

月号

☎813-1515 Ｄ-⑨
相鉄ギャラリー
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・休日の場合は翌平日）

6 月 26 日から
ギャラリー守玄斎
21 世紀国際書展
6/26〜30〈休〉会期中無し

☎201-7118 A1-③

ゴールデンギャラリー
21 世紀国際書展
6/26〜30〈休〉会期中無し

☎201-7118 A1-④

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

☎681-0768 A2-⑫
ぎゃらりー彩光
スケッチ・ララの会
6/26〜30〈休〉会期中無し〈内容〉油彩・水彩 グルー

プ展
☎896-2000 B-⑬
栄区民文化センターリリス
第 10 回 桂窯 作陶展
6/26〜30〈休〉会期中無し〈内容〉桂窯陶芸教室で
制作された作品

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

神奈川県民ホールギャラリー ☎662-5901 A2-③
第 28 回 21 世紀国際書展
6/26〜30〈休〉会期中無し〈内容〉神奈川県を中心
に活動する書家たちの書道展
磯子区民文化センター杉田劇場 ☎771-1212 B-②
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
高橋茂ガッシュ画展
6/26〜7/2〈休〉会期中無し

☎461-1533

益井三重子《風薫る》
1988 年／紙本着彩／ 128.0×72.0cm

●横浜市民ギャラリーの収蔵作品を毎月紹介します

Ｄ-⑦

画面後方の建物は、大佛次郎記念館。
今年は、大佛次郎没後 40 年にあたります。

三人展
6/26〜7/2〈休〉会期中無し〈内容〉油彩

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 ?

6 月 27 日から

作品を見ることはもちろん、展示したい人はたった一人でも展覧会が

☎750-2393
磯子区民ホールギャラリー
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

B-③

JIKE STUDIO
内田正泰展
6/27〜7/15〈内容〉はり絵

E-⑨

☎350-3804

出来るのです。ハマの風に吹かれながら画廊をめぐるっていかがですか。
「横浜画廊散歩」は市内の画廊といっしょに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2012年度版」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 4 月30 日現在のものです。
）

6 月 29 日から
☎251-6177 A2-⑬
ギャラリー SHIMIZU
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

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/

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 2012 年度版」と連動しています。

6 月以前から
☎221-0300 A1-⑧
横浜美術館
Welcome to the Jungle熱々!東南アジアの現代美術
4/13〜6/16〈休〉木曜（祝日の場合は翌日）
〈内容〉
8 か国 28 作家による 2000 年代の作品
☎622-5002 A3-⑧
大佛次郎記念館
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（祝休日時は翌平日）
〈内容〉
大佛次郎が書き遺した神奈川の魅力

ギャラリーかれん
ベッドウィン・ジュエリー展
5/27〜6/1〈休〉会期中無し

☎543-3577

Ｃ-④

☎252-7240 A2-㊷
吉田町画廊
銀座・横浜巡回展〜さすらい版画展〜
5/27〜6/1〈休〉会期中無し〈内容〉銀座・ゆう画廊
との合同企画巡回展
☎664-1795
サブウェイギャラリー M
ABE 水彩画展
5/27〜6/2〈休〉会期中無し〈内容〉透明水彩の静物
画、風景画。約 100 点

☎622-6666 A3-⑨
神奈川近代文学館
特別展「井上ひさし展−21 世紀の君たちに̶」
4/20〜6/9〈休〉月曜〈内容〉その生涯や創作の舞台
裏を遺愛品を中心に展示。人形劇「ひょっこりひょ
うたん島」や「吉里吉里人」などの作品を通して井上
が追い求めたユートピア像を浮かび上がらせる

ガレリア セルテ
第 10 回 誘画灯展
5/27〜6/2〈休〉会期中無し

☎651-5471 A2-⑥

みつい画廊

☎261-3721 A2-㉛

☎201-2100 A2-㉟
横浜開港資料館
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

ふれあいショップさんぽみちギャラリー

☎641-0841 A2-㉒
シルク博物館
群馬県立日本絹の里との提携記念̶夢を紡いだシル
ク̶
「蚕の国」群馬と「シルクの街」横浜
4/27〜6/9〈休〉月曜
☎201-0926 A2-④
神奈川県立歴史博物館
特別展 江戸時代 かながわの旅̶
「道中記」の世界̶
4/27〜6/23〈休〉月曜〈内容〉
「道中記」とは江戸時
代に出版された旅の案内書。江戸時代の “かながわ”
の旅を紹介
☎663-2424 A2-㊶
横浜ユーラシア文化館
開館 10 周年記念展示 特別展マルコ・ポーロの見
たユーラシア̶
「東方見聞録」の世界̶
4/27〜6/30〈休〉月曜（祝日の場合は開館翌日休館）

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA ☎411-5031 Ｄ-⑬
吉田直展̶甘い調べ
5/8〜6/2〈休〉会期中無し〈内容〉日本の伝統技法
である寄せ木造りに、油彩やパステル等の洋画材を
活かした木彫作品を中心とした個展
☎350-3804 E-⑨
JIKE STUDIO
えんどうもみアクセサリー展
5/11〜6/3〈休〉会期中無し〈内容〉陶器・絵画・テ
キスタイル等
☎813-1515 Ｄ-⑨
相鉄ギャラリー
平澤 薫 水彩画展
5/14〜6/16〈休〉月曜（祝・休日の場合は翌平日）

三溪園
さつき盆栽展
5/19〜6/2〈休〉会期中無し

☎621-0635

B-⑮

☎842-1428 B-⑧
ギャラリー伽羅
ご近所のアーティスト展 vol.16
5/21〜6/1〈休〉5/27〈内容〉水彩・木版画・水墨画・
油彩・パステル画・色鉛筆画・陶芸・7 名の作品展

ぎゃるりじん＆Chiyo's

三友周太

☎681-5900 A3-⑲

5/21〜6/2〈休〉5/27
ギャルリーパリ
第 26 回ねこ展
5/21〜6/2〈休〉会期中無し

☎664-3917 A2-⑰

☎681-6520 A3-⑪
Gallery ARK
岡田高弘展
5/23〜6/1〈休〉日曜〈内容〉油彩
☎311-5111 Ｄ-⑯
横浜高島屋ギャラリー
創業百二十年記念 龍村平臓「時」を織る
5/24〜6/4〈休〉会期中無し〈内容〉きもの・帯
☎222-4018 A3-⑳
爾麗美術
シリアさんと仲間達展
5/25〜6/9〈休〉5/29・6/5〈内容〉シリア・阿部守・
喜多村紀・鈴木淑子
☎984-3318 E-③
gallery a
山瀬公子展
5/25〜6/9〈休〉会期中無し〈内容〉テキスタイル
☎671-9361 A3-㉕
横浜人形の家
人形劇の人形たち
5/25〜7/15〈休〉
月曜
（月曜祝日の場合は火曜）
〈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

練の会

5/27〜6/2〈休〉会期中無し〈内容〉油彩
☎895-8998

B-⑯

第 4 回 のいちご写文展「四季・鎌倉」
̶いのち・ここ
ろ・あい̶
5/27〜6/16〈休〉会期中無し
☎896-2000 B-⑬
栄区民文化センターリリス
押し花作品展 “BlooM”
5/28〜6/2〈休〉会期中無し〈内容〉押し花の額、小
物の展示と体験会

ギャラリーオオノ
花 アートの世界
5/28〜6/2〈休〉会期中無し

☎641-2275 A3-⑬

みなとみらいギャラリー
珪香会書展
5/28〜6/2〈休〉会期中無し

☎682-2010 A1-⑦

神奈川県民ホールギャラリー
第 37 回ヨコハマ日曜画家展
5/28〜6/2〈休〉会期中無し

☎662-5901 A2-③

横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 E-⑪
第 44 回 神奈川二紀展
5/28〜6/2〈休〉会期中無し〈内容〉絵画、彫刻等
神奈川区民文化センターかなっくホール

☎440-1211

Ｃ-⑬

21 美術協会神奈川支部展〜21 美術公募展の絵画展
示です〜
5/28〜6/3〈休〉会 期 中 無 し〈内 容〉油 彩、日 本 画、
水彩等
「創」〜小さな発表会 vol.2〜
5/29〜6/3〈休〉会期中無し〈内容〉ジャンルを越え
て「手作り」
「アート」にこだわる作家たちによる合
同作品展
万国橋ギャラリー
村田五郎陶芸展
5/28〜6/3〈休〉会期中無し

☎201-8103 A2-㉚

そごう横浜店美術画廊
ラリックテーブルウェア展
5/28〜6/3〈休〉会期中無し

☎465-5506

Ｄ-⑪

磯子区民ホールギャラリー
押し絵 布遊古会
5/30〜6/4〈休〉会期中無し

☎750-2393

B-③

Art Gallery 山手
☎628-0267 A3-②
田代里見展
5/30〜6/4〈休〉会期中無し〈内容〉白磁
☎251-6177 A2-⑬
ギャラリー SHIMIZU
河西忠雄 個展
5/30〜6/5〈休〉会期中無し〈内容〉油彩 25 点

6 月 1 日から
☎545-1105 Ｃ-⑤
ギャラリーこやま
小竹一雄水彩画展 〈米寿記念〉
6/1〜7〈休〉会期中無し〈内容〉風景を主体に（23点）
☎337-0011 Ｄ-⑤
岩間市民プラザギャラリー
保土ヶ谷区銅板工芸の会 展示会
6/1〜9〈休〉会期中無し〈内容〉銅板工芸

LAUNCH PAD Cafe ＆ gallery ☎641-1511 A3-㉗
Ｎijisake 個展
6/1〜15〈休〉会期中無し〈内容〉アクリル画
☎651-9037 A3-④
ATELIER K・ART SPACE
江幡三香展
6/1〜16〈休〉月曜〈内容〉木、平面、和紙、立体等大
小合わせて 10 点

FUJIMURA̲CONTEMPORARY̲ART

☎641-3070 A3-㉑

山口弘彦展
6/1〜30〈休〉月曜、火曜〈内容〉
「光を届ける画家」
山口画伯のペット肖像画
☎465-5515 Ｄ-⑩
そごう美術館
生誕 100 周年記念 中原淳一展
6/1〜7/15〈休〉横浜そごう百貨店の休業日〈内容〉
生誕 100 周年を記念する大回顧展

6 月 3 日から
☎543-3577 Ｃ-④
ギャラリーかれん
かしの木ホーム展
6/3〜8〈休〉会期中無し〈内容〉ステンシルの布を
使った自主製品等
☎664-3917 A2-⑰
ギャルリーパリ
久仁 チェンマイ植物染めの衣服展
6/3〜8〈休〉会期中無し
☎252-7240 A2-㊷
吉田町画廊
銀座・横浜巡回展〜さすらいの立体展〜
6/3〜8〈休〉会期中無し〈内容〉銀座・ゆう画廊との
合同企画巡回展。彫刻・陶器など立体作品

神奈川県民ホールギャラリー
ぐるーぷ 6 第 17 回油絵展
6/3〜9〈休〉会期中無し

☎662-5901 A2-③

横浜市立大学写真研究部 春展
6/3〜9〈休〉会期中無し
☎251-5229 A2-⑯
ギャラリーミロ
榀の木会展
6/3〜9〈休〉会期中無し〈内容〉木版画 グループ展

荻須高徳作品展
5/28〜6/3〈休〉会期中無し〈内容〉油彩

木澤鶴江展
6/3〜9〈休〉会期中無し〈内容〉パステル画

☎461-1533 Ｄ- ⑦
ギャラリーダダ
河村順明作品展
5/29〜6/4〈休〉会期中無し〈内容〉水彩等

☎261-3721 A2-㉛
みつい画廊
てん、てんの会
6/3〜9〈休〉
会期中無し
〈内容〉水彩グループ展

柴崎敏子展
5/29〜6/4〈休〉会期中無し〈内容〉油彩

画廊 楽
楽水会
6/3〜9〈休〉会期中無し

☎263-4127 A2-㊴
横浜バロック関内サロン
ガリバー展とはがき絵コンクール
5/29〜6/1〈休〉会期中無し〈内容〉アイルランド
の子供たちの絵や公募したはがき絵
☎682-2010 A1-⑦
みなとみらいギャラリー
グラスリッツェンステュディオ作品展
5/29〜6/2〈休〉会期中無し〈内容〉ガラス器
☎681-0768 A2-⑫
ぎゃらりー彩光
第 13 回横浜風景画展
5/29〜6/4〈休〉会 期 中 無 し〈内 容〉油 彩・水 彩 グ
ループ展
☎846-3987 B-⑭
さくら画廊
犬山典子個展
5/30〜6/3〈休〉会期中無し〈内容〉金沢区在住。油
彩約 25 点

☎681-7255 A2-⑨

☎325-0081 Ｄ-⑫
f.e.i art gallery
エサシトモコ展
6/3〜21〈休〉土日祝日〈内容〉猫をモチーフにした
「カオデカクン」シリーズで知られる立体作品展

6 月 4 日から
ぎゃるりじん＆Chiyo's
グループ 99
6/4〜9〈休〉会期中無し

☎681-5900 A3-⑲

☎896-2000 B-⑬
栄区民文化センターリリス
第3回 フォト栄（全日本写真連盟栄支部）写真展
6/4〜9〈休〉会期中無し〈内容〉出品者 9 人。風景・
スナップ・花木等

神奈川県民ホールギャラリー ☎662-5901 A2-③
第 55 回神奈川二科展
6/4〜9〈休〉会期中無し〈内容〉二科会神奈川支部
同人の絵画作品約 100 点と県内から広く公募した
入選作品
吉野町市民プラザギャラリー ☎243-9261 Ｄ-⑱
フォトサロン 97 写真展
6/4〜10〈休〉会期中無し〈内容〉ネイチャー、スナッ
プ、造形等
☎842-1428 B-⑧
ギャラリー伽羅
大矢健油彩風景画展
6/4〜10〈休〉会期中無し〈内容〉旅に出かけて心に
残る海や山の風景約 20 点

6 月 5 日から
神奈川区民文化センターかなっくホール

☎440-1211

Ｃ-⑬

第3回 女流書家三人展「あゆみ」
〜書の歴史とともに〜
6/5〜9〈休〉会期中無し〈内容〉中国（殷〜清王朝）
の有名な書の臨書を、時代順に展示
磯子区民文化センター杉田劇場 ☎771-1212 B-②
第 27 回金沢区書道協会展
6/5〜6/10〈休〉会期中無し〈内容〉金沢区の書道愛
好家 60 人弱のよりすぐり書道作品
☎681-0768 A2-⑫
ぎゃらりー彩光
あいづのかたち展 in 横浜
6/5〜11〈休〉会 期 中 無 し〈内 容〉布・厨 子・漆 グ
ループ展
☎461-1533 Ｄ-⑦
ギャラリーダダ
石黒幸子個展
6/5〜11〈休〉会期中無し〈内容〉油彩等

6 月 6 日から
横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 E-⑪
テーブルコーディネート & おもてなしサロン The
Table ʻALICEʼ
6/6〜9〈休〉会期中無し〈内容〉テーブルコーディ
ネート展示、和食器、吹きガラス販売
☎846-3987 B-⑭
さくら画廊
田中麻里生徒作品展
6/6〜10〈休〉会期中無し〈内容〉パステルで描いた
作品約 40 点
☎750-2393
磯子区民ホールギャラリー
アート・クルー
6/6〜11〈休〉会期中無し〈内容〉絵画

B-③

☎681-6520 A3-⑪
Gallery ARK
瀧下尚久展
6/6〜15〈休〉日曜〈内容〉日本画

6 月 7 日から
☎251-6177 A2-⑬
ギャラリー SHIMIZU
浅田秀子個展
6/7〜12〈休〉会期中無し〈内容〉帽子 45 点
☎628-0267 A3-②
Art Gallery 山手
西川克己個展
6/7〜16〈休〉会期中無し〈内容〉フランスの街並み
の油彩画
☎350-3804
JIKE STUDIO
あめをうけるうつわ 二階堂明弘
6/7〜23〈内容〉陶器

E-⑨

☎955-3388 Ｄ-②
旭ギャラリー
秀作絵画展
6/7〜23〈休〉会期中無し〈内容〉油彩、水彩、パス
テル画 約 35 点

6 月 8 日から
☎621-0635 B-⑮
三溪園
財団設立 60 周年記念 重要文化財建造物全 10 棟一
挙公開
6/8〜16〈休〉会期中無し

6 月 10 日から
☎641-9318 A2-⑧
画廊土瓶
GＬスケッチ会展
6/10〜15〈休〉会期中無し〈内容〉水彩
☎252-7240 A2-㊷
吉田町画廊
銀座・横浜巡回展〜さすらいの洋画展〜
6/10〜15〈休〉会期中無し〈内容〉銀座・ゆう画廊と
の合同企画巡回展

☎543-3577 Ｃ-④
ギャラリーかれん
陶アトリエ mow 展
6/10〜15〈休〉会期中無し〈内容〉陶器、洋服、カー
ビング
☎251-5229 A2-⑯
ギャラリーミロ
サンロク展
6/10〜16〈休〉会期中無し〈内容〉油彩・水彩 大橋
美和子・五島瑞絵

画廊 楽
ハマ展授賞者展
6/10〜16〈休〉会期中無し

☎681-7255 A2-⑨

みつい画廊
女子漫画家三人展
6/10〜16〈休〉会期中無し

☎261-3721 A2-㉛

横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 E-⑪
第 7 回「悠然組」作品展
6/10〜16〈休〉会期中無し〈内容〉油彩、水彩、素描等

6 月 11 日から
☎641-2275 A3-⑬
ギャラリーオオノ
Rejina 2013 花と自然のアクセサリー展
6/11〜16〈休〉会期中無し〈内容〉村田れじなさんの
本物の花を使用したオリジナル創作アクセサリー展

華彩洋子展 ̶ヨコハマの風と薫り̶
6/11〜16〈休〉会期中無し〈内容〉花と横浜風景の
水彩・銅版画
岩間市民プラザギャラリー
ときめき水彩画展
6/11〜16〈休〉会期中無し

☎337-0011

神奈川区民文化センターかなっくホール

☎440-1211

Ｄ-⑤

Ｃ-⑬

第 21 回 チャーチル会ヨコハマ絵画展
6/11〜16〈休〉会期中無し〈内容〉油彩、水彩など
約 90 点
☎201-8103 A2-㉚
万国橋ギャラリー
川上好子個展
6/11〜17〈休〉会期中無し〈内容〉日本画
☎896-2000 B-⑬
栄区民文化センターリリス
第 15 回 絵の仲間展
6/11〜17〈休〉会期中無し〈内容〉水彩、パステル画
☎545-1105 Ｃ-⑤
ギャラリーこやま
椋の会展
6/11〜17〈休〉会期中無し〈内容〉油彩・水彩・七宝・
陶芸等 掛川ふじ、島崎まり 他

県民共済ギャラリー
友翠会書展
6/11〜17〈休〉会期中無し

☎201-8226 A2-⑳

☎664-3917 A2-⑰
ギャルリーパリ
山中宣明 個展
6/11〜22〈休〉会期中無し〈内容〉平面

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA ☎411-5031 Ｄ-⑬
みんなでピカソ
6/11〜23〈休〉会期中無し〈内容〉ピカソ、シャガー
ル、ダリなど 20世紀美術を代表する作品
☎842-1428 B-⑧
ギャラリー伽羅
手作りきゃら SHOP
6/11〜7/20〈休〉日・月連休〈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

6 月 12 日から
神奈川県民ホールギャラリー
第 43 回臨古書道展
6/12〜16〈休〉会期中無し

☎662-5901 A2-③

吉野町市民プラザギャラリー ☎243-9261 Ｄ-⑱
風画会作品展
6/12〜16〈休〉会期中無し〈内容〉油彩、水彩、デッ
サン、立体、焼き物
☎681-0768 A2-⑫
ぎゃらりー彩光
関東学院美術部ＯB 会 ＯB 展
6/12〜18〈休〉会期中無し〈内容〉油彩・水彩 グルー
プ展

ギャラリーダダ
舘野克明油絵展
6/12〜18〈休〉会期中無し
若葉恵子透明水彩画展
6/12〜18〈休〉会期中無し

☎461-1533

Ｄ-⑦

6 月 13 日から
☎750-2393
磯子区民ホールギャラリー
木彫り同好会
6/13〜18〈休〉会期中無し〈内容〉木彫り

ギャラリー守玄斎
第 18 回 翠範会書展
6/13〜18〈休〉会期中無し

B-③

☎201-7118 A1-③

☎584-7208 Ｃ-⑨
鶴見画廊
池貴巳子絵画展
6/13〜24〈休〉6 月 18 日〈内容〉韓国・朝鮮の風俗、
民話等をテーマに独自の筆致で描いたイラスト展

gallery a
麻の服
6/13〜28〈休〉 会期中無し

☎984-3318

E-③

6 月 14 日から
横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 E-⑪
横浜 wo 発掘 suru vol.4
6/14〜30〈休〉会 期 中 無 し〈内 容〉短 編 ア ニ メ ー
ションの上映、原画などの展示、ワークショップ

6 月 15 日から
☎623-2957 A3-㉓
山手 111 番館
陶磁器上絵付 小澤美子 二子玉川教室作品展
6/15〜19〈休〉会期中無し
☎896-2000 B-⑬
栄区民文化センターリリス
第 8 回「星からの遺産」展̶和乎爾のエナジーアー
ト̶
6/15〜21〈休〉会期中無し〈内容〉記憶を呼び覚ま
すアクリル画・クレヨン画・詩
☎251-6177 A2-⑬
ギャラリー SHIMIZU
瀬戸栄美子個展
6/15〜26〈休〉会期中無し〈内容〉油彩30点
☎622-6666 A3-⑨
神奈川近代文学館
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
6/15〜8/4〈休〉会期中無し〈内容〉安原が刊行した
「中原中也の手紙」に掲載された 102 通の手紙を中心
に、芸術を追い求めた青年同士の魂の交流をたどる

6 月 16 日から
LAUNCH PAD Cafe ＆ gallery

☎641-1511 A3-㉗

小早川晶子個展
6/16〜30〈休〉6 月 17 日、24日〈内容〉アクリル画

6 月 17 日から
☎543-3577 Ｃ-④
ギャラリーかれん
佐藤文子展
6/17〜22〈休〉会期中無し〈内容〉藍染
☎641-9318 A2-⑧
画廊土瓶
和紙ちぎり絵 横浜サークル展
6/17〜22〈休〉会期中無し〈内容〉和紙ちぎり絵

神奈川県民ホールギャラリー
凹凸のある回転楕円体 36
6/17〜23〈休〉会期中無し

☎662-5901 A2-③

第 44 回文化書道神奈川県連合会展
6/17〜23〈休〉会期中無し〈内容〉成人から学童迄、
約 350 名の作品
☎251-5229 A2-⑯
ギャラリーミロ
加藤敏夫展
6/17〜23〈休〉会期中無し〈内容〉日本画

画廊 楽
希展
6/17〜23〈休〉会期中無し

☎681-7255 A2-⑨

横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 E-⑪
第 6 回 絵画技法材料研究会作品展
6/17〜23〈休〉会期中無し〈内容〉油彩中心 併設展
示：運搬のための作品梱包方法

6 月 18 日から
吉野町市民プラザギャラリー ☎243-9261 Ｄ-⑱
FINE スリランカ撮影会 作品展
6/18〜23〈休〉会期中無し〈内容〉スリランカの歴
史や人々の生活の姿を求め取材。6 名による合同展

