第３回光のフォトコンテスト最優秀賞
「作品鑑賞」 竹内 修

☎252-7240 A- c2
吉田町画廊
Welcome 吉田町展
3/10〜16［休］会期中無し［内容］吉田町の 4 画廊、
ギャラリーミロ・みつい画廊・吉田町画廊・リーブ
ギャラリーによる合同企画展

横浜市戸塚区民文化センターさくらプラザ

☎866-2501

如月会展
3/7〜9［休］会期中無し［内容］水彩
第 15 回 南期会
3/18〜24［休］会期中無し［内容］日本画・油彩・水
彩・陶芸・パステル・パッチワーク
ミニ工房メルヘン 作品展
3/26〜30［休］会期中無し［内容］パッチワークキ
ルト・市松人形着物・和小物・つるしびな等
☎912-7777 E-⑪
横浜市歴史博物館
昔のくらしと年中行事‑ちょっとむかしのよこはま‑
1/25〜3/23［休］月曜 ( 祝日の場合は翌日 ［
) 内容］
ちょっと昔の横浜のくらしの中で見られた年中行事
を通して、人々のくらしを考える
〈関連イベント〉
みんなでつくる写真展
「私がみつけた横浜の年中行事」
1/25〜3/23［休］月曜 ( 祝日の場合は翌日 ［
) 内容］
現在からちょっと昔までの市内の年中行事写真

横浜

平成 25 年度戸塚区美術協会スケッチ会作品展
2/25〜3/3［休］会期中無し［内容］油彩・水彩
造形教室むむてぃあ「子どもの絵画・造形展」
2/27〜3/2［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・ク
レパス
横浜市技能文化会館・横山水彩教室 水彩画展
3/4〜10［休］会期中無し
こより手芸（紙バンド）作品展
3/13〜16［休］会期中無し
戸塚書道教室 桑原黄叔書展
3/12〜17［休］会期中無し
みんなの写真展
3/19〜24［休］会期中無し
平成 26 年度 神奈川県きりえ展
3/25〜31［休］会期中無し
横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 E-⑩
アトリエ・ヨシイエ作品展
2/26〜3/2［休］会期中無し［内容］ホームスパン（羊
毛の染色・手紡ぎ・手織り等）と陶芸の教室展
第 56 回「明日への手」美術展
前期：3/8・9 ／後期：3/15・16［内容］幼児から大
人までの平面・立体作品約 1300 点
第 2 回「水陽・明水会展」
第 9 回「水陽・ION 会展」
第 13 回「水陽・青葉会展」
第 3 回「水陽・緑樹会展」
第 4 回「水陽・季彩会展」
3/17〜30［休］3/24［内容］水陽会のコンセプトで
風景を主体に透明水彩で爽やかに彩色した水彩ス
ケッチ展
☎243-9261 D-⑱
横浜市吉野町市民プラザ
第 3 回 光のフォトコンテスト写真展
2/25〜3/2［休］会期中無し［内容］12 月に開催さ
れた「光のぷろむなぁど」の様子を収めた作品展

小畑裕司 作陶展
2/26〜3/4［休］会期中無し
上田薫展
3/5〜11［休］会期中無し［内容］洋画
祝迫芳郎展 BAN-KEN
3/5〜11［休］会期中無し［内容］立体
加山哲也 作陶展
3/12〜18［休］会期中無し
丹阿弥丹波子 銅版画展
3/12〜18［休］会期中無し
石田亘・征希・知史 パート・ド・ヴェール作品展
3/19〜25［休］会期中無し［内容］硝子
‑時を紡いで ‑各務友木江展
3/19〜25［休］会期中無し［内容］洋画
おもしろ木かたち展
3/26〜4/1［休］会期中無し［内容］彫刻
百田暁生 作陶展
3/26〜4/1［休］会期中無し
横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A- b2
第 43 回 墨泉社書作展
3/7〜11［休］会期中無し
第 33 回 面友会能面展
3/27〜4/1［休］会期中無し
☎221-0300 A- a1
横浜美術館
開館 25 周年記念展 魅惑のニッポン木版画
3/1〜5/25［休］木曜［内容］収蔵作品に現代作家の
新作を加えた約 200 点を通じて、幕末から現代にい
たる各時代の木版表現の粋を紹介
百瀬文展 サンプルボイス
3/8〜30［休］木曜［内容］若手作家による、声と身
体との関係に着目した映像作品。参加型パフォーマ
ンス、上映会あり。
☎662-1708 A- c2
横浜みなと町ギャラリー
にしのあきひろ絵本原画展
2/28〜3/2［休］会期中無し［内容］吉本興業所属
西野亮廣の絵本原画。トークショウ有り
3.11 あれから 3 年東日本大震災
報道写真家浜口タカシ写真展
3/7〜13［休］会期中無し［内容］フォトヨコハマ参
加展示
西の会写真展
3/15〜20［休］会期中無し［内容］フォトヨコハマ
参加展示。市民 30 人による写真展
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ら行
☎253-7805 A- c2
リーブギャラリー
第 13 回 ふくろうの世界展
3/3〜9［休］会期中無し［内容］ふくろうの作品
Welcome 吉田町展
3/10〜16［休］会期中無し［内容］吉田町の 4 画廊、
ギャラリーミロ・みつい画廊・吉田町画廊・リーブ
ギャラリーによる合同企画展
吉田玲子個展
3/17〜23［休］会期中無し［内容］油彩
𡈽川榮子個展
3/24〜30［休］会期中無し［内容］油彩 旺玄会会員
松下辰枝個展
3/31〜4/6［休］会期中無し［内容］抽象画

寺田春弌《 花（アネモネ）》
1974 年／油彩、キャンバス／ 53.0×45.5cm

●横浜市民ギャラリーの収蔵作品を毎月紹介します

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 ?
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。

当館ホームページリニューアル
発泡スチロールのスナモリ（都筑区茅ヶ崎南）
☎311-5111 D- ⑯
横浜髙島屋ギャラリー
生誕 130 年 川瀬巴水展
3/19〜25［休］会期中無し［内容］大正新版画
☎311-5111 D- ⑰
横浜髙島屋美術画廊
Rose Rose Rose
2/26〜3/4［休］会期中無し［内容］日本画・洋画

●
「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。

http://ycag.yafjp.org/

（掲載されている展覧会情報は 2014 年 1 月 25 日現在のものです。
）

どうぞご覧ください
子ども事業マスコット
コロロ (1965 年生 )

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:http://ycag.yafjp.org/

ホームページでも情報公開 !

http://ycag.yafjp.org/

※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。

1〜3 月は写真展をクローズアップしてご紹介します。ぜひお出かけください。
横浜をもっと楽しむ写真の国際イベント「フォト・ヨコハマ2014（1〜3 月）
」開催中
http://www.photoyokohama.com/

あ行
☎251-6937 A-② c2
art gallery,on the wind
女子美春展（有志）2014/ てんとてん展
3/8、9、15、16、21、22 13：00〜18：00（最 終
日 17：00 迄）
［内容］女子美大学院日本画専攻 8 名
によるグループ展
☎628-0267 A-③ b4
Art Gallery 山手

湘南メランコリック展
3/20〜25［休］会期中無し［内容］日本画。学生 11
人によるグループ展
“TEN” バッグ展 軽く・やさしく・美しく II
3/27〜31［休］会期中無し［内容］日野典子の作品
☎231-1662 A-④ b1
アートスペースイワブチ

春一番展
2/28〜3/6［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・日
本画・写真・彫刻
☎263-8663 A-⑤ b4
art Truth
art Truth collection
2/26〜3/3［休］会期中無し［内容］現代アート・グ
ループ展
絵本「少年とカモメ」原画展
3/5〜10［休］会期中無し
東川和正作陶展
3/13〜23［休］3/18
中島尚子木版画展
3/26〜31［休］会期中無し
☎651-9037 A-⑦ c3
ATELIER K・ART SPACE
イヨダナオコ ジュエリー展
3/18〜30［休］3/24［内容］オリジナル ジュエリー・
リング等
☎622-5002 A-⑪ b4
大佛次郎記念館

テーマ展示「
『鞍馬天狗』誕生 90 年」
11/20〜3/16［休］月 曜［内 容］雑 誌｢ポ ケ ッ ト｣編
集者・鈴木徳太郎 書簡を初公開。代表作誕生の経緯
とひろがりを紹介
平成 26 年度テーマ展示 I 大佛次郎の愛書シリーズ 2
愛しの 1920's 欧州挿画本
3/19〜7/13［休］月曜（祝日の場合は翌日）
［内容］
藤田嗣治初の挿画本『ケルク・ポエム』
（小牧近江：詩）
他美本の数々、初公開の大佛翻訳原稿を含む約 60 点

か行
☎622-6666 A-⑫ b4
神奈川近代文学館
企画展・収蔵コレクション展 13
「生誕 90 年 黒岩重吾展」
2/1〜3/30［休］月曜［内容］敗戦体験をきっかけに
文学を志し、様々な職業を経て直木賞作家となった
黒岩重吾の生涯と作品を、遺族から寄贈された資料
を中心に紹介
同時開催：
「文学の森へ 神奈川と作家たち」展
第３部 太宰治、三島由紀夫から現代まで
☎701-9069 B-②
神奈川県立金沢文庫
特別展「中世密教と〈玉体安穏〉の祈り」
2/20〜4/20［休］月曜［内容］天皇の御身体「玉体」
の安穏を祈る中世密教の儀礼世界を紹介
神奈川県立地球市民かながわプラザ
☎896-2121 B-③
県民が見た世界遺産写真展
1/17〜3/23［休］月曜［内容］県民が国内外で撮影
した世界遺産の作品を展示

第 2 部門「世界遺産と人間」2013 年度優秀賞
「空高く苗が舞い」小澤 宏

☎201-0926 A-⑮ b2
神奈川県立歴史博物館
特別陳列
「眞葛焼 ‑ 田邊哲人コレクションと館蔵の名品 ‑」
1/11〜3/2［休］月曜［内容］横浜に花開いたやきも
の、眞葛焼の魅力を紹介
コレクション展
「アメリカ人女性が巡った明治の日本」
3/15〜4/13［休］月曜［内容］明治中期に来日した
米国人女性旅行家の見た日本の様子を旅の記念に保
管していた店舗カードや写真等により紹介
☎651-5471 A-⑯ c2
ガレリアセルテ

キャメラーズ卒業展
2/28〜3/2［休］会期中無し
プチ・パントル展 ‑NHK 文化センター「スケッチと
淡彩」教室
3/9〜15［休］会期中無し
2014 水彩パステル爽蒼美術協会（みずゑ展）
春季展
3/17〜23［休］会期中無し
☎681-7255 A-⑲ c3
画廊 楽
ピュアフル展
2/24〜3/2［休］会期中無し［内容］續橋守教室の生
徒による展覧会
朱展
3/10〜16［休］会期中無し［内容］グループ展
☎681-6520 A-⑳ c3
Gallery ARK

蒼の会展（アートスクエア講師展）
3/6〜15［休］日曜［内容］油彩等
中山智介展
3/20〜29［休］日曜［内容］ミクストメディア
☎070-6429-8597
gallery and cafe fu
熱田沙織里個展 ʻSAOʼs White Roomʼ
3/4〜9
［休］
会期中無し
［内容］
3/14のホワイトデー
をテーマに作ったお菓子の展示。会期中クッキー作
りのワークショップも開催
☎543-3577 C-④
ギャラリーかれん
アートワーク無眩大
2/24〜3/1［休］会期中無し［内容］絵画・陶芸・染織・
手芸
どりいむ展
3/3〜8［休］会期中無し［内容］藍・革・陶芸作品
（企画展）小さなまちの小さな平和展
3/10〜15［休］会期中無し［内容］活動の紹介と自
主製品の販売
荒川智子展
3/17〜22［休］会期中無し［内容］押し花・写真
アトリエローザ帽子展
3/24〜29［休］会期中無し［内容］創作帽子
月姫展
3/31〜4/5［休］会期中無し［内容］古布リメイク・
陶・アクセサリー・バック等
☎641-4751 A-㉓ c3
ギャラリー KAN
江戸ちりめん押し絵展
2/25〜3/9［休］3/3［内容］江戸・明治時代のちり
めんを使ったお雛様・くま手・羽子板等
☎842-1428 B-⑤
ギャラリー伽羅
手作りきゃら SHOP
2/4〜3/1［休］日曜、月曜、木曜、祝日［内容］着物リ
フォーム服・バック・アクセサリー等
手作りきゃら SHOP
3/4〜29［休］日曜、月曜、祝日［内容］着物リフォー
ム服・バック・アクセサリー等
☎545-1105 C-⑤
ギャラリーこやま
5 人の水彩画展
3/1〜7［休］会期中無し［内容］風景・花・人物等。
高松光英・竹辺孝・峯恵子・吉永孝夫・与田美智子
マクラメ＆七宝展
3/11〜17［休］会期中無し［内容］マクラメ作品 / 熊
嶋ミチ子・菊地佳代子・田中公代・蓮村智恵、七宝 /
島崎まり

☎251-6177 A-㉕ c2
ギャラリー SHIMIZU
三人展
3/21〜31［休］会期中無し［内容］平面・立体のグ
ループ展
☎201-7118 A-㉖ b1
ギャラリー守玄斎

酒井洋龍遺墨展
2/27〜3/3［休］会期中無し（ゴールデンギャラリー
と併催）
神山紅雲書（画）展
3/6〜10［休］会期中無し
第 8 回 永心会書展
3/13〜18［休］会期中無し（ゴールデンギャラリー
と併催）
☎461-1533 D-④
ギャラリーダダ
けいちつ会展
2/26〜3/4［休］会期中無し［内容］水彩・油彩等
斎藤真一 他
竹琳会花の墨絵展
3/5〜11［休］会期中無し
廣田栄一水彩画展
3/12〜18［休］会期中無し
本多和矩油絵展
3/12〜18［休］会期中無し
前川隆敏水彩画展
3/19〜25［休］会期中無し
油彩グループ展
3/26〜4/1［休］会期中無し［内容］池崎景子 他
山本文子作品展
3/26〜4/1［休］会期中無し［内容］油彩・書
☎661-1060 A-㉙ b3
ギャラリーパストレイズ
安楽寺えみ「O Mapa‑ 地図」
2/21〜3/29［休］日曜、月曜［内容］写真。ニューヨー
クで個展発表したシリーズ

©Emi Anrakuji
☎681-5122 A-㉚ b1
ギャラリーぴお
第 46 回 主体美術神奈川作家展
3/6〜11［休］会期中無し［内容］質の高い絵画作品
を通じて地域との交流を深めその造形思考を広く世
間に問う 油彩 15 号〜100 号 約 50 点
彩の会 風景画展
3/27〜4/1［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・日
本画・パステル等。10 号から 30 号までの未発表の
新作
☎251-5229 A-㉜ c2
ギャラリーミロ
welcome 吉田町展
3/10〜16［休］会期中無し［内容］吉田町の 4 画廊、
ギャラリーミロ・みつい画廊・吉田町画廊・リーブ
ギャラリーによる合同企画展。油彩・水彩・日本画等
びいどろ会展
3/17〜23［休］会期中無し［内容］旭ガラス美術部
員によるグループ展。油彩・水彩・写真等
藤茂芳枝 個展
3/24〜30［休］会期中無し［内容］油彩
虹の会展
3/31〜4/6［休］会期中無し［内容］水彩・スケッチ画
☎663-7565 A-㉝ c4
ギャラリー元町

征矢剛展
2/25〜3/2［休］会期中無し［内容］金属造形
安田愛展
3/4〜9［休］会期中無し［内容］版画
長久保華子展
3/11〜16［休］会期中無し［内容］漆芸
乙坂明生展
3/18〜23［休］会期中無し［内容］陶芸
宮崎端土展
3/25〜30［休］会期中無し［内容］鍛金
☎664-3917 A-㉟ b3
ギャルリーパリ
すべては猫のために vol.5
3/1〜15［休］会期中無し［内容］平面・立体。朝倉摂・
宇野亜喜良 他

長谷川淑子・古沢なお子展
3/24〜29［休］会期中無し［内容］ファッション
☎681-5900 A-㊲ c3
ぎゃるりじん＆Chiyo's

TORIAEZU
2/25〜3/2［休］会期中無し［内容］水彩
倉田るみ個展
3/4〜9［休］会期中無し［内容］版画
カピパラ展
3/11〜16［休］会期中無し［内容］水彩
鈴木さおり個展
3/18〜23［休］会期中無し［内容］水彩等
秋場節子
3/25〜30［休］会期中無し［内容］パステル
☎201-7118 A-㊵ b1
ゴールデンギャラリー
酒井洋龍遺墨展
2/27〜3/3
［休］
会期中無し
（ギャラリー守玄斎と併催）
第 8 回 永心会書展
3/13〜18［休］会期中無し（ギャラリー守玄斎と併催）
なぎさ書道会
3/27〜4/1［休］会期中無し

さ行
☎846-3987 B-⑨
さくら画廊
第 12 回桜春展
3/20〜4/7［休］火曜、水曜［内容］一般募集による
作品展。水彩・パステル・水墨画等約 35 点
☎621-0635 B-⑩
三溪園
観梅会
2/15〜3/9［休］会期中無し［内容］臥竜梅 ( がりょ
うばい ) や緑萼梅 ( りょくがくばい ) など、珍しい種
類を含む約 600 本
俳句展
3/13〜5/28［休］会期中無し［内容］年間を通じ園
内の投句箱に寄せられた句や観梅会俳句大会での優
秀作品を展示。著名俳人が三溪園で作った句もあわ
せて紹介。園内・三溪記念館にて開催
☎641-0841 A-㊸ b3
シルク博物館

ミニ展示「つまみかんざし」
3/1〜23［休］月曜［内容］薄い小さな絹のキレをピ
ンセットを使って折り込み、一枚一枚花びらにした
作品
☎662-2937 A-㊹ c2
せんたあ画廊

初春の常設展
2/10〜3/15［休］会期中無し［内容］油彩・日本画・
水彩等
☎813-1515 D-⑥
相鉄ギャラリー
柳木昭信 写真展「地球・氷河圏」
2/11〜3/30［休］2/24、3/3、10、17、24［内容］世界
各地の大自然を 30 年にわたり撮り続けてきた写真
家。
「氷河」に焦点をあてた作品 32 点。2/22 に作家
による作品解説あり。

☎465-5515 D- ⑦
そごう美術館
生誕 110 年 黒田辰秋の世界ー目利きと匠の邂逅
2/1〜3/10［休］会期中無し［内容］木工芸で初めて
人間国宝となった黒田辰秋の作品をゆかりの人々と
の交流に焦点を当てて紹介。家具・茶道具・食器類
等約 90 点

た行
☎584-7208
鶴見画廊
福田勝 作品展
3/19〜24［休］会期中無し［内容］油彩
☎871-0980
戸塚ギャラリー
企画展
毎週水〜日曜［内容］油彩・水彩・版画

C-⑨

B-⑪

な行
☎222-4018 A-㊾ b3
爾麗美術
ぬかりや章展
3/15〜23［休］3/19［内容］水彩

伊藤久三郎展
3/29〜4/13［休］4/2、9［内容］油彩

は行
☎201-8103 A- b2
万国橋ギャラリー
太平洋神奈川支部会員小品展
3/4〜10［休］会期中無し［内容］洋画
野口 均 作陶展
3/25〜31［休］会期中無し［内容］陶芸
☎325-0081 D-⑨
f.e.i art gallery
深作秀春 画集出版記念展
2/24〜3/7［休］3/1、2［内容］医師として海外学会
に参加する傍ら、現地取材して油彩、水彩の制作を
する作家の個展
FEI ART MUSEUM YOKOHAMA
☎411-5031 D- ⑩
深作秀春 画集出版記念展
2/22〜3/9［休］月曜［内容］FEI グループを統括す
る作家による記念展
中島法晃展
3/18〜4/6［休］月曜［内容］書や立体、パフォーマ
ンス等多角的に活動する作家による展覧会

ま行
☎261-3321 A- c2
みつい画廊
第 54 回 梅香会展
3/3〜9
［休］
会期中無し
［内容］
油彩・水彩・パステル・
日本画等約 50 点
welcome 吉田町展
3/10〜16［休］会期中無し［内容］吉田町の 4 画廊、
ギャラリーミロ・みつい画廊・吉田町画廊・リーブ
ギャラリーによる合同企画展
三禄会展
3/17〜23（休）会期中無し（内容）絵画・陶芸
☎682-2010 A- a1
みなとみらいギャラリー
鳥越デジカメ教室 グループ展
2/25〜3/3［休］会期中無し
海の写真展
2/25〜3/3［休］会期中無し
織の仲間展
2/26〜3/3［休］会期中無し［内容］絵織物

や行
☎625-9393 A- b4
山手 234 番館
「もっと絵を」の会
2/27〜3/4［休］会期中無し［内容］油彩・彩画展
碧の会
3/6〜11［休］会期中無し［内容］油彩
パナソニック電工松寿会水彩画展
3/13〜18［休］会期中無し［内容］水彩
大森洋太郎展
3/20〜25［休］会期中無し［内容］絵画
あゆみ展
3/27〜4/1［休］会期中無し［内容］写真
☎623-2957 A- b4
山手 111 番館
光とガラスのエレガンス 2014 春
2/28〜3/2［休］会期中無し［内容］ヨーロピアング
ラスリッツェン
紫苑 ‑ 東北に想いをよせて ‑
3/7〜11［休］会期中無し［内容］東日本大震災の写
真展
“YOKOHAMA 時間”
3/20〜26［休］会期中無し［内容］油彩
季節の伝言
3/28〜4/2［休］会期中無し［内容］第 12 回フォト
フレンズ Y 写真展
☎622-0071 B-⑮
横浜画廊 本店
常設展
［休］日曜、木曜、祝日
☎681-0177 A- c3
横浜画廊 元町店
深澤綾之展
3/7〜13［休］会期中無し［内容］日本画・水彩
横浜市旭区民文化センター サンハート
☎364-3810 D-⑫
アートシュウ絵画教室生徒作品展
2/25〜3/3［休］会期中無し［内容］水彩・アクリル・
パステル・色鉛筆作品

横浜市磯子区民ホールギャラリー

☎750-2393 B-⑰
鳥刻会
2/27〜3/4［休］会期中無し［内容］バードカービング
押し花 野の花グループ
3/6〜11［休］会期中無し［内容］押し花
洋光台写真倶楽部
3/13〜18［休］会期中無し［内容］写真
アートフリースペース 虹
3/20〜25［休］会期中無し［内容］絵画
いそ亀
3/27〜4/1［休］会期中無し［内容］写真

☎337-0011 Ｄ-⑭
横浜市岩間市民プラザ
ほどがや花憲章制定 15 周年記念企画
「きれいな街ほどがや 花と緑の写真展」
2/25〜3/3［休］会期中無し［内容］保土ケ谷区の恵
まれた自然を生かしながら、
「花の街ほどがや」づく
りをアピールする写真展
絵画三人展
3/25〜31［休］会期中無し［内容］絵画表現を通し
て出会った三人が「何かが始まる」を合言葉に開く
４回目の作品展
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
神奈川区文化展
2/26〜3/3：日本画・洋画・工芸
3/5〜10：手芸・華道・陶芸
［休］3/4［内容］3/2 と 3/9 にお茶席（抹茶）有り
第 3 回 豊栄会文化祭
3/11〜16［休］会期中無し［内容］絵画・陶芸・書道・
写真・手工芸等
第 28 回 横溝教室合同写真展
‑ 私たちの作品を見てください ‑
3/11〜16［休］会期中無し［内容］よみうり日本テ
レビ文化センターの写真教室生徒によるグループ展
フォトサークルSAWA写真展
‑2014年第15回開催‑
3/18〜24［休］会期中無し［内容］リバーサルフィ
ルムの組写真を展示
第 23 回 浜画友会展
3/18〜24［休］会期中無し［内容］水彩・油彩等
港彩フォトクラブ 第 15 回 写真展
3/25〜31［休］会期中無し
第 2 回 神大写研シニア OB 会写真展
‑ 未だ枯れるを知らず ‑
3/25〜30［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
第 18 回さかえ春の文化祭 第 4 回栄美春季展
2/26〜3/2［休］会期中無し［内容］絵画・版画・彫刻・
陶芸・漆芸・工芸品
第 18 回さかえ春の文化祭 フォト SAKAE 写真展
3/5〜9［休］会期中無し［内容］半切を中心に自由作
品 74 点
第18回さかえ春の文化祭 第14回
「春の美術連盟展」
3/12〜16［休］会期中無し［内容］栄区美術連盟に
所属する 12 団体による水彩・油彩・水墨画
欅展
3/18〜24［休］会期中無し［内容］油彩
第一回 三人会写真展
3/18〜24［休］会期中無し［内容］会員 9 名による
風景写真を中心とした写真展
第 15 回フォト四季写真展
3/25〜30［休］会 期 中 無 し［内 容］会 員 16 名 の 約
50 点

横浜市鶴見区民文化センターサルビアホール

☎511-5711 C-⑭
横浜国立大学書道研究室 卒業制作展
2/25〜3/3［休］会期中無し［内容］大学生活４年間
の集大成を展示
藤の会作品展
3/4〜10［休］会期中無し［内容］水彩・日本画 佐藤
孝先生を囲む会初の展覧会
百瀬研勢「鎌倉に咲くうた（詩）
」展
3/20〜24［休］会期中無し［内容］古都鎌倉のモノ
トーン写真と四行詩が織り成すコラボレーション

