横浜市神奈川区民文化センター かなっくホール

☎440-1211 B-㉓
あなたに伝えたい展
9/2〜8［休］会期中無し［内容］絵画
第 6 回 SST 絵画展
9/2〜8［休］会期中無し［内容］水彩スケッチ
2014 金沢八景茜写友会 写真展
9/9〜15［休］会期中無し［内容］この一年で写した
ネイチャーやスナップ等
第 12 回 フォトフレンズ 写真展
9/9〜15［休］会期中無し［内容］四つ切サイズの小
さな作品、風景、スナップ等「自由作品」とテーマ作
品「道」を展示
酔いどれ写真倶楽部 第 1 回 写真展 ‑ 写真をこよな
く愛する者たち ‑
9/17〜21［休］会期中無し［内容］風景・スナップ・
ネイチャー等
リンク写真 6 人展 ‑ 第 6 回 写真展リンク ‑
9/17〜22［休］会期中無し［内容］自由な題材によ
るグループ展
平成26年度 神奈川県きりえ展 ‑かなっくホール展‑
9/23〜29［休］会期中無し［内容］発足して 35 年を
迎える神奈川県きりえの会作品展
第 7 回 Y･MAC 展 ‑ 洋画作品展（油彩、水彩、ほか）‑
9/23〜29［休］会期中無し［内容］朝日カルチャーセ
ンター横浜の三ツ山教室メンバーによるグループ展
第 10 回コバルト会展
9/30〜10/6［休］会期中無し［内容］絵画・写真等。
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 B-㉔
第 19 回 木曜会絵画展
9/1〜6［休］会期中無し［内容］油彩・水彩
第 24 回豊彩会展
9/7〜13［休］会期中無し［内容］裸婦・人物・鶴見
の風景
ジャンルを超えた仲間達との作品展
9/19〜23［休］会期中無し［内容］咲織（古着をさいて
織物によみがえらせたもの）
・水彩・パッチワーク等
第 9 回写友アングル写真展
9/24〜30
［休］会期中無し
［内容］自然の風景・草花等
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ
☎866-2501 C-㉔
第 17 回三ツ境カルチャーフォトクラブ写真展
9/2〜8［休］会期中無し［内容］自然のきらめきや美
をレンズを通して切り取った作品
第 11 回白水写生会絵画展
9/10〜15［休］会期中無し［内容］泉区在住の絵画
同好会。横浜鎌倉の風景
戸塚区美術協会創立65周年記念 地域交流特別絵画展
9/17〜22［休］会期中無し［内容］会員及び一般公
募による絵画展。油彩・水彩・アクリル等
あとりえ空（くう）作品展
9/24〜29［休］会期中無し［内容］幼稚園児から高
校生までの水彩・日本画・立体造形作品等
魔女とその仲間たち展 ‑ウルウル教室 ‑
9/30〜10/6［休］会期中無し［内容］油彩。約 50 点
風景写真展（季節の中で）
9/30〜10/6［休］会期中無し［内容］四季の自然風
景を組写真で構成
横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-㉖
「森の会」定期作品展
9/1〜14［休］会期中無し［内容］アート＆写真
第 57 回太平洋神奈川展
9/15〜21［休］会期中無し［内容］絵画・彫刻・版画・
染織等。出品者 150 名
積山恭平展 画業五十年の軌跡
9/24〜10/5［休］会期中無し［内容］油彩 130 号を
中心に、中小作63点、デッサン水彩22点、合計85点
横濱酒房＆GALLERY 銀の鍵亭
☎090-9323-3576 C-㉕
acolier 布絵雑貨展
9/5〜15［休］9/9〜11［内容］布絵作家ヤマヤアキ
コのオリジナル布絵雑貨を展示販売。ポーチ・ブッ
クカバー・インテリア小物等
glass life 北村妙子ガラス展
9/19〜29［休］9/23〜25［内容］耐熱素材を用い、
文鳥やオカメインコを主要なモチーフとした作品

ヨコハマ創造都市センター
☎221-0325 A- b3
Find ASIA ‑横浜で出逢う、アジアの創造の担い手
8/1〜11/3［休］9/8、10/14［内 容］日 本、中 国、韓
国の東アジア 3 か国地域において文化芸術による相
互理解と連帯を目指した、現代アートと出会うイベ
ント。市民やアーティストなど、様々な人との出会
いを生み出すことで、東アジアのアートを軸に多様
な価値が共存し、体感できるプログラムを３か月に
わたり開催
横浜髙島屋美術画廊
☎311-5111 A泉谷淑夫展
8/27〜9/2［休］会期中無し［内容］洋画
谷 健治 作陶展
8/27〜9/2［休］会期中無し
髙島屋幻想博物館 展
9/3〜9［休］会期中無し
小林正嗣 洋画展
9/10〜16［休］会期中無し
山近 泰・前川 智 展
9/10〜16［休］会期中無し
青渕会 日本画展
9/17〜23［休］会期中無し
土岐千尋 木漆工芸展
9/17〜23［休］会期中無し
古稀記念・六代 宮川香齋 展
9/24〜30［休］会期中無し［内容］茶陶
横浜都市発展記念館
☎663-2424 A- b4
五十嵐英壽写真展「写真記者」が見つめた港の半世紀
7/19〜9/23［休］月曜［内容］昭和 20 年代後半から
「写真記者」として横浜の街・みなと・人々の変わり
ゆく姿をフィルムに収めてきた五十嵐英壽氏の写真
を通して、港都横浜の戦後史を振り返る
横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A- b3
第 22 回 ビーフラット絵画作品展
9/18〜23［休］会期中無し［内容］水彩・色鉛筆画・
アクリル画
横浜美術館
☎221-0300 A- b2
ヨコハマトリエンナーレ 2014「華氏 451 の芸術：
世界の中心には忘却の海がある」
8/1〜11/3［休］第 1・3 木曜［内容］3 年に一度横浜
で開催される現代アートの国際展。5 回目となる本
展は、横浜美術館と新港ピア（新港ふ頭展示施設）を
主会場に開催。アーティスティック・ディレクター
に美術家の森村泰昌氏を迎え、19 か国から約 65 組
の作家による作品を紹介。問合せ先：ハローダイヤ
ル 03-5777-8600
吉田町画廊
☎252-7240 A- c3
火耀会展
9/1〜7［休］会期中無し［内容］毎週火・金曜に開催
しているデッサン会の参加者による展覧会
吉田町画廊 アトリエ展
9/8〜14［休］会期中無し［内容］吉田町画廊のアト
リエで開催している各種アート教室の参加者による
展覧会
土居慶司個展
9/22〜28［休］会期中無し［内容］写真を陶器のプ
レートに転写した作品
宮島永太良個展
9/29〜10/5［休］会 期 中 無 し［内 容］TVK（テ レ ビ
神奈川）の人気番組「ありがとッ！」にレギュラー出
演している「マルタ君」の作者・絵本作家の個展

横浜

や行

ギ ャ ラ リ ー

2014 年

9

月号

横浜市民ギャラリーの収蔵作品を毎月紹介します

三橋兄弟治《港》
1940 年／水彩、紙／ 57.3×75.0cm

●ホームページで作品解説をご覧いただけます

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 ?

ら行
リーブギャラリー
☎253-7805 A- b3
横浜・鎌倉展 市民のトリエンナーレ
9/1〜7［休］会期中無し［内容］水彩。33 名出品
二木会
9/8〜14［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・陶器・
木工
ミントの会 四人展
9/15〜21［休］会期中無し［内容］書・油彩・水彩・
日本画
なぎさ絵画教室展
9/22〜28［休］会期中無し［内容］湯山教室。油彩
木村不二雄展
9/29〜10/5［休］会期中無し［内容］草木染

め ぐ り

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 2014.7〜2015.6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 2014 年 7 月15 日現在のものです。
）

連絡先が変わります！横浜市民ギャラリーは 9 月 1 日に移転し、10 月 10 日に開館します。
220-0031 横浜市西区宮崎町 26 番地 1
9 月 1 日〜
TEL:045-315-2828 ／ FAX:045-315-3033 ／ URL:http://ycag.yafjp.org/
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 )

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 2014.7〜2015.6 版」と連動しています。

あ行
Art Araq Asia Gallery（AAA Gallery）

☎664-3907 A-① b5

妖怪たちの夏祭り展
8/30〜9/5［休］火曜［内容］妖怪をテーマにした絵
画・イラスト
あまみ藤奈個展
9/6〜12［休］火曜［内容］憂いを帯びた美少女たち
を描いた作品
青藤スイ個展「Diving」
9/6〜12［休］火曜［内容］若い女性を中心に人気を
誇る作家の初個展
I LOVE JAPAN 展 ‑ 日本一 ‑
9/20〜26［休］火曜［内容］富士山やスカイツリー
など日本一が大集合のグループ展
I LOVE JAPAN 展 ‑ 華遊び ‑
9/20〜26［休］火曜［内容］雅な華の世界が広がる
グループ展
I LOVE JAPAN 展 ‑ 和美人 ‑
9/20〜26［休］火曜［内容］和装の美人画や和小物
たちの展示会
I LOVE JAPAN 展 ‑ サブカル JAPAN‑
9/27〜10/3［休］火曜［内容］アイドル？アニメ？
それとも特撮？刺激的な展覧会！
I LOVE JAPAN 展 ‑ なでしこエロティズム ‑
9/27〜10/3［休］火曜［内容］奥ゆかしさの裏にあ
るなでしこたちの本性をご開帳！
I LOVE JAPAN 展 ‑Japanese underground‑
9/27〜10/3［休］火曜［内容］日本人によるダーク
な世界！日本の闇に迫ります
Yosuke Awata 個展「日本人」
9/27〜10/3［休］火 曜［内 容］日 本 人 で あ る 意 味。
パスポートや履歴書に書く内容じゃ本当の人間性な
んて分からない！
art gallery, on the wind
☎251-6937 A-③ c3
ヨコハマトリエンナーレ応援プログラム 若手作家
による新しい表現展
アートになにができるか 1「タビとスナ」
9/13、14、20、21、27、28［内容］女子美術大学日
本画助手３名のグループ展。タビ（旅）はヨコトリの
森村泰昌氏から、スナ（砂）は日本画の絵具の意味
Art Gallery 山手
☎628-0267 A-④ b5

近藤圭・姚小全 二人展
9/23〜28［休］会期中無し［内容］陶芸・水墨画
アートスペースイワブチ
☎231-1662 A-⑤ b2
新 敬子個展
9/1〜7［休］会期中無し［内容］日本画
秋生展 9、10、11 月生まれ パート 1
9/20〜26［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・日本
画・写真・版画・彫刻
秋生展 9、10、11 月生まれ パート 2
9/27〜10/3［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・日
本画・写真・版画・彫刻
art Truth
☎263-8663 A-⑥ b5
小松修個展
8/27〜9/1［休］会期中無し［内容］水彩
矢崎悠美個展
9/3〜8［休］会期中無し［内容］創芸画（布地を使っ
た絵画作品）
佐藤ケンジ個展
9/10〜15［休］会期中無し［内容］主に花や生物を
モチーフとしたシルクスクリーン
夢我克個展
9/18〜28［休］火曜［内容］油彩
Art Baboo146
☎050-1048-3998 A-⑦ b4
横浜イレブン ‑Celluiar Eye Timeline report
9/6〜12［休］9/9［内容］企画展。写真
一条おろち 個展
9/13〜19［休］9/16［内容］絵画・イラスト
日本の WAZA 展
9/20〜26［休］9/23［内容］企画展。オールジャンル
JAPAN History
9/27〜10/3［休］9/30［内容］企画展。写真
旭ギャラリー
☎955-3388 C-②
木戸武展
9/6〜15［休］会期中無し［内容］水彩・油彩。花 風
景 約 30 点

☎651-9037 A-⑨ c4
ATELIER K・ART SPACE
上條陽子 JEONG,CHUL=KYO 展
9/13〜28［休］月曜［内容］韓国作家と日本の作家
による二人展。平面。油彩・紙・ドローイング等。大
小合わせて 25 点
MZarts
☎315-2121
黄金茶室（KOGANE-chashitsu）
8/1〜11/3［休］月曜〜木曜（祝日は開催）
［内容］茶
室での
「お点前」
・現代アートの展示。
設計：チーム
「黄
金茶室」安田博道、干場弓子、早川慶太。毎週、金・土・
日・祝日の 11：00〜18：00 に実施
エリスマン邸
☎211-1101 A-⑫ b5

くじらとかもめ水彩画スケッチ展
9/12〜15［休］会期中無し
小林アトリエＳ 絵画展
9/19〜24［休］会期中無し ( 内容）油彩・デッサン
Studio MoMo 陶芸クラブ作品展示
9/25〜29［休］会期中無し
植物画グループ展示 2014
9/30〜10/5［休］会期中無し
大佛次郎記念館
☎622-5002 A-⑬ b5
大佛次郎の子どもの文学 ‑「きれいな、透きとおっ
た、本質に近い話」
7/17〜11/16［休］月曜（祝日の場合は翌日）
［内容］
大佛次郎は、1927 年に “少年の為の鞍馬天狗” とし
て「角兵衛獅子」を発表。その後も子どものための小
説を 60 作品以上残した。そうした大佛の作品から
現代に生きる人々へのメッセージを探る

か行
神奈川県立歴史博物館
☎201-0926 A-⑱ b3
特別陳列「よみがえる東京オリンピック」
7/19〜9/28［休］月曜（9/15は開館）
、9/6、7［内容］
1964年の東京オリンピックは、4競技が県内で行わ
れるなど神奈川にも関係の深い大会であった。東京
オリンピックを通じて昭和30年代後半という時代を
ふりかえり、あわせて前後の大会の資料も紹介する
ガレリア セルテ
☎651-5471 A-⑲ b3
アトリエコパン展 8/31〜9/5［休］会期中無し
花の絵 ファンタジック 水彩展
9/7〜13［休］会期中無し
サンドイッチの会展 9/14〜20［休］会期中無し
星輝会展
9/22〜28［休］会期中無し
［内容］日本画
画廊 楽
☎681-7255 A-㉒ c4
遊子展
9/8〜14［休］会期中無し［内容］横浜市立中学校美
術教育研究会 OB 有志の美術展
領家咏子 ニードルアート展
9/15〜21［休］会期中無し
轍展 9/22〜28［休］会期中無し［内容］グループ展
木曜会
9/29〜10/5［休］会期中無し［内容］楽絵画教室 平
田クラスによる生徒展
gallery and cafe fu
☎070-6429-8597 A-㉔ c5

カナガワビエンナーレ国際児童画展より「海の向こ
うには、忘れてはいけない子どもたちがいる。
」
9/6〜14［休］月曜［内容］アジア、ヨーロッパ、アフ
リカ、オセアニア、北アメリカ、南アメリカの 6 地域
の子どもたちが描く家族の絵画
千葉大二郎・Ban Tian 二人展「byobing garden」
9/16〜28［休］月曜［内容］日本画専攻の大学院生
二人が描く 6 曲 1 双の屏風
薬王寺太一展「TANAGOKORO」
9/30〜10/12［休］月曜［内容］土器の展示と土器づく
りワークショップ（ワークショップは10/10、11、12）
ギャラリー雅友堂
☎563-3196 B-⑤
エクボフォトクラブ 月例写真展
8/27〜9/8［休］9/2［内容］風景写真
村田政彰 抽象画展
9/17〜22［休］会期中無し［内容］水彩
ギャラリーかれん
☎543-3577 B-⑥
裂織と和布で洋服
9/1〜6［休］会期中無し
［内容］裂織りと和服リメーク
田口美英子展 9/8〜13［休］会期中無し［内容］絵画
手づくりひろば作品展
9/16〜20［休］会期中無し［内容］編み物・布物・手
作り小物等

二人展
9/22〜27［休］会期中無し［内容］加藤香保里：鞄・
平澤みゆき：服飾
こだわりものづくり展
9/29〜10/4［休］会期中無し［内容］手織り・陶器・
手作り小物等
ギャラリー KAN
☎641-4751 A-㉗ c4

色無き風に誘われて「秋の創作展」
9/23〜10/5［休］9/29［内容］作家10名。和の小物・
七宝焼・人形・陶芸・帯地のバック・ブリザーブドフ
ラワー・パステル画等約 500 点
ギャラリー伽羅
☎842-1428 C-⑥
手作りきゃら SHOP
9/2〜30［休］日曜・月曜・祝日［内容］着物地リフォー
ム服・バッグ・パッチワーク小物等
ギャラリーこやま
☎545-1105 B-⑦
絵画展
9/1〜7［休］会期中無し［内容］ギャラリーこやまゆ
かりの作家の墨画・水彩・マーケタリー等。20 点
京の絞り職人展
9/16〜19［休］会期中無し［内容］富嶽三十六景の額
絵・絞り染めを駆使した着物・スカーフ・小物等。約
200点。
※開催中、京鹿の子絞り工程の一部実演あり
第 20 回五人展 ‑ 油・水彩、日本画、デッサン ‑
9/21〜27［休］会期中無し［内容］花・静物・風景・
人物。田中かず彦・竹川志郎・田辺彩子・藤山敏子・
皆川政明。28 点
ぎゃらりー彩光
☎681-0768 A-㉘ b3
北見美佳個展
8/27〜9/2［休］会期中無し［内容］油彩
ギャラリー SHIMIZU
☎251-6177 A-㉙ c3
交差する視点
8/25〜9/3［休］8/31(内容）14名によるグループ展
セレクション展 2014
9/6〜12［休］会期中無し［内容］三人展：石川忠一・
大庭英治・星野美智子
宮越薫個展 9/16〜22［休］会期中無し［内容］平面
秋祭「うつみあきら展」
9/26〜10/2［休］会 期 中 無 し［内 容］平 面。イ ベ ン
トライブあり
ギャラリー守玄齋
☎201-7118 A-㉚ b3

故宮博物館の名蹟
9/1〜7［休］会期中無し［内容］書
ギャラリーダダ
☎461-1533 A-㉛
大山久徳油彩画展 8/27〜9/2［休］会期中無し
木本宏子鉛筆画展 8/27〜9/2［休］会期中無し
季節の花々と世界の風景画展
9/3〜9［休］会期中無し［内容］川地陽子：水彩（花）
・
ケー・ヒラサワ：油彩（風景）
湘田真子色鉛筆画展
9/3〜9［休］会期中無し［内容］
「透きとおる時間た
ち」をテーマに
小林清子作品展
9/4〜16［休］会期中無し［内容］パステル・油彩等
グループ「旬」作品展
9/4〜16［休］会期中無し［内容］油彩・パステル。カ
ルチャーセンターで学ぶ仲間のグループ展
グループ「パンプキン」作品展
9/17〜23［休］会期中無し［内容］油彩。ご近所主婦
たちのグループ展
ステンドグラス「虹」作品展
9/24〜30［休］会期中無し
ギャラリーぴお
☎681-5122 A-㉟ b3
市民のトリエンナーレ 瀬谷区美術展
8/29〜9/2［休］会 期 中 無 し［内 容］瀬 谷 区 美 術 展
（7/1〜6）出展作家による洋画・日本画・水彩・水墨・
写真。50〜60 点
神奈川県水墨画美術展
9/4〜9［休］会期中無し［内容］水墨画・工筆画・ジュ
ニア水墨の一般公募展。賛助作品も多数出品。岡原
大華先生他 4 名による席画開催あり
ギャラリーミロ
☎251-5229 A-㊲ c3
上田耕造展
9/1〜7［休］会期中無し［内容］油彩・水彩
瞬の会
9/8〜14［休］会期中無し［内容］油彩・水彩。岡田高
弘教室展
悠芽の会
9/15〜21［休］会期中無し［内容］油彩・水彩。岡田
高弘教室展

ル・ヴァン展
9/22〜28［休］会期中無し［内容］油彩・水彩等。香
取玲子教室展
外池（といけ）邦夫展
9/29〜10/5［休］会期中無し［内容］油彩・水彩
ギャラリー Lei OHANA
☎941-6169 B-⑬
Charmer's Top 展
9/14・15［内容］平田裕佳。ベネチアンビーズ＆ア
クセサリー
手づくり器・土居人どーでーら
9/19〜23
［休］
会期中無し
［内容］手作り陶器。田中克次
ぎゃるりじん＆Chiyoʼ s
☎681-5900 A-㊷ c4

TsureZure 展
9/2〜7［休］会期中無し［内容］平面
U・nit-four 9/9〜14［休］会期中無し［内容］平面
平林孝央 個展
9/16〜21［休］会期中無し［内容］平面・油彩
神山豊 個展
9/23〜28［休］会期中無し［内容］立体造形
TAMATAMA
9/30〜10/5［休］会期中無し［内容］平面
ギャルリーパリ
☎664-3917 A-㊵ b4

高畑早苗「Metamorphosis」展
8/26〜9/6［休］日曜［内容］立体作品（キャンバス
にアクリル絵の具、Mixed media）10 点、平面作品
（楕円形キャンバスに油彩）20 点によるインスタ
レーション。身に着けられるオブジェ数十点も展示
坂下広吉展 9/18〜27［休］日曜［内容］油彩
クロス・パティオ 緑のギャラリー ☎223-2621 A- a2
第 3 回「薬 物 乱 用 防 止 キ ャ ン ペ ー ン」in 横 濱 ポ ス
ター展
9/4〜7［休］会期中無し［内容］応募ポスター佳作以
上の受賞作品
あとれす展 2014
9/11〜17［休］会期中無し［内容］パステル・油彩・
水彩・コラージュ等
マイ・アート トールペイント作品展
9/19〜23［休］会期中無し［内容］ヨーロピアントー
ルペイント
ペン画・水彩・デッサン 3 人展
9/25〜10/1［休］会期中無し
ゴールデンギャラリー
☎201-7118 A-㊺ b3
神奈川県水墨画展 9/4〜9［休］会期中無し
第 27 回墨玄会書展 9/11〜16［休］会期中無し
第 23 回静墨展 9/19〜23［休］会期中無し［内容］書
第24 回日月書道役員選抜展
9/25〜30［休］会期中無し

さ行
さくら画廊
☎846-3987 C-⑨
４人展 “SURPRISE” ‑Thank you Goodbye‑
9/11〜15［休］会 期 中 無 し［内 容］足 立 真 知 子 ( 大
阪 )・高橋顕児 ( 京都 )・額田哲郎 ( 岡山 )・河野裕子（横
浜）
。油彩・水彩 25 点
小芝恵美個展
9/18〜23［休］会期中無し［内容］パステル画 30 点
第 30 回桜友展
9/25〜10/6［休］9/30、10/1［内容］一般募集によ
る作品展。油彩・水彩・パステル・水墨等 45 点
せんたあ画廊
☎662-2937 A-㊿ b3

上田泰江の仕事
9/6〜15［休］会期中無し［内容］1930 年生まれ、京
都の郊外に住む孤高の画家。水干顔料、アクリルを
使った作品
象の鼻テラス
☎661-0602 A- b4
ヨコハマ・パラトリエンナーレ 2014
8/1〜11/3［休］
会期中無し
［内容］
“障害者”と“多様な
分野のプロフェッショナル”による現代美術の国際展
そごう美術館
☎465-5515 Aエヴァンゲリオン展
7/19〜9/7［休］会期中無し［内容］大ヒットアニメ
「エヴァンゲリオン」の魅力を解き明かす本格的作
品展。
「新劇場版」シリーズ最新作を含む貴重な生原
画や設定資料約 300 点他1000 点以上を展示
生誕 140 年 中澤弘光展 ‑ 知られざる画家の軌跡 ‑
9/12〜10/13［休］そごう横浜店休業日［内容］明
治から昭和期にかけて洋画壇で活躍した中澤弘光
（1874−1964）が残した油彩、水彩、スケッチ、装
幀本を通して、画業の全貌を辿る初の大回顧展

た行
鶴見画廊
☎584-7208 B-⑱
寿楽彩展
9/10〜15［休］会期中無し［内容］永井勝先生指導
による水彩画グループ展。60 点
木村優博個展
9/18〜27［休］9/23［内容］油彩

な行
仲通りギャラリー
☎211-1020 A- b3
アトリエ 21 スケッチ展 ‑ 長崎紀行 ‑
9/1〜7［休］会期中無し［内容］上田耕造・岡田高弘・
広田稔による長崎スケッチ。油彩・水彩 30 点
日本郵船歴史博物館
☎211-1923 A- b3
特別展「港から客船へ ‑ 入港記念盾コレクション ‑」
8/2〜11/16［休］月曜（祝日の場合は翌日）
［内容］ク
ルーズ客船の初入港の式典で港から客船側へ贈られ
る入港記念盾を紹介。
「飛鳥」等4隻の記念盾を展示
日本新聞博物館
☎661-2040 A- b4
企画展「伝えた神奈川の100年‑読売新聞横浜支局展」
7/26〜10/19［休］月曜（祝日の場合は翌日）
［内容］
読売新聞の紙面等を通じて「激動の 100 年」を振り
返り、100 年前に開設された横浜支局の歩みを紹介
爾麗美術
☎222-4018 A- b4
佐々木和 (1951-2009) と仲間達 展
9/6〜23［休］9/10、17［内容］平面・立体。佐々木和・
高専寺赫・瀧本光圀・タカハシタツロウ
第 7 回 (2014・秋 ) 黒騎士 8 人展
9/27〜10/13［休］10/1、8［内容］平面。安斉アヤ
子・永田晶彦・星野鐵之・杉村倉太・能登茂行・山本
治美・鈴木正道・野田洋介

は行
BankART Studio NYK
☎663-2812 A- b3
東アジアの夢 ‑ BankART Life Ⅳ
（ヨコハマトリエ
ンナーレ特別連携プログラム、東アジア文化都市
2014）
8/1〜11/3［休］第 1・3 木 曜［内 容］こ れ ま で の 作
品コレクションや展覧会アーカイブを公開。文化交
流「続・朝鮮通信使」の展開として東アジア関連作家
のレジデンスプログラム他企画多数
f.e.i art gallery
☎325-0081 AIn the stone ‑ 華石 ‑ 大山龍顕展
8/25〜9/12［休］土 曜、日 曜［内 容］様 々 な モ チ ー
フを、標本のような作品に仕立てた日本画作品
第 2 回 FEI PRINT AWARD 準大賞受賞者 Vol.1 山
本紗也佳展
9/24〜10/3［休］土 曜、日 曜［内 容］シ ュ ー ル か つ
ユーモラスで優しさ溢れる版画作品
FEI ART MUSEUM YOKOHAMA
☎411-5031

A-

第 3 回 FEI PRINT AWARD
9/16〜10/5［休］月曜［内容］応募資格不問の版画
公募展
☎222-2828
放送ライブラリー
「赤毛のアン」と世界名作劇場の仲間たち展
8/8〜9/15［休］月曜（祝日の場合は翌日）
［内容］
「赤
毛のアン」を中心に「世界名作劇場」を紹介する。一
部作品の上映・視聴、NHK のドラマ「花子とアン」紹
介の特別展示もある

ま行
みつい画廊
☎261-3721 A市民のトリエンナーレ みつい画廊展
9/1〜7［休］会期中無し［内容］版画
第 7 回水彩画 紀・彩・会展
9/8〜14［休］会期中無し［内容］約 50 点
平田千賀子展（東南アジアに魅せられてⅡ）
9/15〜21［休］会期中無し［内容］水彩約 25 点

c3

や行
山手 234 番館
☎625-9393 A- b5
ルリ アメリカントールペインティングなかま展
9/4〜9［休］会期中無し［内容］トールペイント
日常と反復
9/11〜16［休］会期中無し［内容］絵画

横浜スケッチクラブ水彩画展
9/18〜23［休］会期中無し
第 6 回スケッチ日和展
9/25〜30［休］会期中無し［内容］水彩スケッチ
山手 111 番館
☎623-2957 A- b5
石川玲子展 優美なレースドールの世界
9/5〜7［休］会期中無し［内容］レースドール（西洋
磁器人形）
ヨーロッパの風景・人物
9/13〜15［休］会期中無し［内容］絵画
第 7 回もえぎの会展
9/19〜24［休］会期中無し［内容］絵画・陶芸
桜居せいこ つまみ細工
9/27〜30［休］会期中無し
横浜赤レンガ倉庫 1 号館
☎211-1515 A- a3
公募 第 31 回みずゑ展
8/30〜9/5［休］会期中無し［内容］約 80 名の協会
員による水彩・パステル画の展覧会。一般の方も参
加可
横浜開港資料館
☎201-2100 A- b4
通商条約締結 150 周年記念 スイス使節団が見た幕
末の日本 ‑ カスパー・ブレンワルド日記を中心に
7/16〜10/19［休］月 曜（9/15、10/13 は 開 館 )、
9/16、10/14［内容］使節団の一員として来日し、
スイス系商社シイベル・ブレンワルド商会の設立者
の一人でもあったカスパー・ブレンワルドが記した
日記を題材に、条約締結交渉の様子や日本の政治情
勢を紹介
横浜画廊 元町店
☎681-0177 A- b5
極楽寺ガラス工房展
9/20〜28［休］会期中無し［内容］鎌倉のガラス作
家、岩沢彰一郎・睦子 2 人展
横浜市旭区民文化センター サンハート
☎364-3810 C-⑰
第 110 回フジ芸術友の会展
8/26〜9/1［休］会期中無し［内容］書・水墨画・ち
ぎり絵
横浜市泉区民文化センター テアトルフォンテ
☎805-4000 C-⑱
第 20 回 北條怜水彩画展
8/26〜9/1［休］会期中無し［内容］富士山麓の絵を
中心に、横浜周辺の風景画も含め約 60 点
横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場
☎771-1212 C-⑲
第 10 回定期写真展
8/27〜9/2［休］会期中無し［内容］年１回の磯子写
友会展
第 19 回坪呑絵画クラブ展
9/3〜7［休］会期中無し［内容］会員 16 名による風
景や静物。水彩約 50 点
第 28 回金沢区書道協会展
9/24〜30［休］会期中無し［内容］古典より漢字、仮
名創作から近代詩文まで。約 60 名出品
横浜市磯子区民ホールギャラリー
☎750-2393 C-⑳
久竹会
8/30〜9/4［休］会期中無し［内容］書
こども美術学園
9/6〜11［休］会期中無し［内容］絵画・工作
鳥刻会
9/13〜18［休］会期中無し［内容］バードカービング
藍の会
9/20〜25［休］会期中無し［内容］絵画
クローバーの会
9/27〜10/2［休］会期中無し［内容］絵手紙
横浜市岩間市民プラザ
☎337-0011 C-㉑
第 15 回保土ケ谷区民美術展
9/9〜14［休］会期中無し［内容］洋画・日本画・水
墨画・版画
第 14 回保土ケ谷区民写真展
9/20〜27［休］会期中無し［内容］テーマ「保土ケ谷
区内の四季」または自由課題の公募による写真展
保土ケ谷写友会
9/29〜10/5［休］会期中無し［内容］写真
横浜市神奈川区民文化センター かなっくホール
☎440-1211 B-㉓
凹凸のある回転楕円体 37
8/26〜9/1
［休］
会期中無し
［内容］
ブラトップの現実
感に、吸引されない絵のイメージを模索する「美術」展

