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
銅板レリーフ銅好会作品展
10/14〜19［休］会期中無し［内容］薄い銅板を裏面
からヘラで押し出して作る作品
恵友会・彩友会 合同水彩画作品展
10/21〜27［休］会期中無し［内容］いずれも堀恵子
先生指導。風景、静物等約 50 点
第 3 回 みずのえ会展 ‑ 水彩画同好会 ‑
10/21〜27［休］会期中無し
第 16 回「フォト六コミ」写真展
10/28〜11/3［休］会期中無し［内容］自然、スナッ
プ等、色々なジャンルの作品
絵手紙の会 20 人展
10/28〜11/3［休］会期中無し［内容］はがきに絵
の具、パステル、色鉛筆で描いた絵と文。100 点
横浜市港南区民文化センター ひまわりの郷
☎848-0800 C-㉒
2014「フォト司」写真展
9/25〜10/1［休］会期中無し［内容］自由写真 45 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 4 回 光彩展
10/1〜5［休］会期中無し［内容］心象画・抽象画・
具象画。作家 11 名
第 3 回潮田地区センター絵画サークル展
10/8〜14［休］会期中無し［内容］静物画・風景画
ハーモニー展
10/29〜11/4
［休］
会期中無し
［内容］岩井弘則先生
に教わる仲間の作品展
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ
☎866-2501 C-㉔
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
フォトクラブ さざなみ 第 6 回写真展
10/7〜13［休］会期中無し［内容］テーマ：夕・夜景、
自由作品。鎌倉彫 刀華会協賛展
第 11 回水彩画サークル〈みずえもん〉展
10/7〜13
［休］
会期中無し
［内容］
風景・静物等。約65点
第 21 回戸塚ふれあい文化祭（展示部門・前半）
10/17〜21［休］会期中無し
第 21 回戸塚ふれあい文化祭（展示部門・後半）
10/22〜26［休］会期中無し［内容］様々なジャンル
の作品約 3,000 点
第 10 回にちえ展
10/28〜11/3［休］会期中無し［内容］石塚三吾先
生に学ぶ 14 名の水彩画展。人物・風景・静物
糸あそび ボビンレース展
10/31〜11/3［休］会期中無し［内容］ヨーロッパ伝
統工芸の新しい展開を求めるメンバーによる作品展
横浜市緑区民文化センターみどりアートパーク
☎986-2441 B-㉕
水村教室「絵手紙」合同展 10/1〜6［休］会期中無し
MOA 美術館 緑区児童作品展 小学生絵画展
10/17〜19［休］会期中無し
第 12 回みどり区アート展
10/29〜11/3［休］会期中無し
横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-㉖
Fellow Art Gallery vol.14♂渡邊大介のほほ〜ん
動物展
8/2〜10/5［休］第 4 月曜［内容］アクリル絵の具で
描かれたカメ、トラ、カバ等
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・デッサン・水彩
第 8 回横浜画塾展
10/6〜12［休］会期中無し［内容］全塾生の一年間
の集大成。水彩画を中心に小学生作品まで約 250 点
横浜 wo 発掘 suru vol.5 山口勝弘展 ‑ 水の変容
10/18〜11/9［休］10/27［内容］メディアアート
の先駆者・山口勝弘の近年の活動を紹介。作家が長
年モチーフとしてきた「水」をテーマとし、東日本大
震災を機に制作した「三陸レクイエム」等の近作の
映像、絵画作品、旧作の再構成等

横浜市吉野町市民プラザ
☎243-9261 C-㉖
フォト喜楽展
10/8〜13［休］会期中無し［内容］遠藤英夫先生指
導のグループ写真展
第 9 回いきいき文化展
10/15〜19［休］会期中無し［内容］絵画・写真・書・
陶芸・キルト・パッチワーク・トールペイント等
切り絵展 ‑ 光と影
10/21〜27［休］会期中無し［内容］切り絵作家名取
政一郎とそのグループによる作品展。56 点
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］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武田双雲展 10/1〜7［休］会期中無し［内容］書
岩田壮平展 10/8〜14［休］会期中無し［内容］日本画
柳下季器展 10/8〜14［休］会期中無し［内容］陶芸
神奈川・東京の陶芸作家による作陶展
10/15〜21［休］会期中無し
西房浩二展 10/15〜21［休］会期中無し［内容］洋画
纜
（ともづな）
10/22〜28
［休］
会期中無し
［内容］
日本画
三好健太郎 作陶展 10/22〜28［休］会期中無し
手のひらの小宇宙 現代根付展
10/29〜11/4［休］会期中無し
須山昇華 茶陶展 10/29〜11/4［休］会期中無し
横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A- b3
第 24 回さわらび会水彩画展
10/16〜21［休］会期中無し
第 4 回イチイチ展
10/23〜28［休］会期中無し［内容］絵画
第 34 回横浜能面展 10/30〜11/4［休］会期中無し
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
横浜みなと町ギャラリー
☎662-1708 A- b3
市民のトリエンナーレ
10/22〜27［休］会期中無し［内容］市民のトリエン
ナーレ実行委員会企画の美術展
吉田町画廊
☎252-7240 A- c3
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
磯ヶ谷鶴次個展
10/6〜12［休］会期中無し［内容］水彩。風景・静物
等約 30 点
第 10 回彩会
10/13〜19［休］会期中無し［内容］風景・静物・人
物等約 20 点
第 10 回ローズドレ展
10/27〜11/2［休］会期中無し［内容］風景・静物等
約 20 点

横浜

や行
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横浜市民ギャラリーは
10 月 10 日に開館します！

横浜市民ギャラリーの収蔵作品を毎月紹介します

今関一馬《ベイブリッジ》
1988 年／油彩・キャンバス／ 80.5×100.0cm

●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 ?
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

ら行
リーブギャラリー
☎253-7805 A- b3
木村不二雄展
9/29〜10/5［休］会期中無し［内容］草木染
アートみずむら展
10/6〜12［休］会期中無し［内容］油彩
燦建展
10/13〜19［休］会期中無し［内容］関東学院大学建
築科 OB 展
上原収二展
10/27〜11/2［休］会期中無し［内容］水彩。イギリ
ス・バリ島の風景

め ぐ り

ケジュールをご案内する情報誌です。
（市民ギャラリーの情報誌、年 3 回発行）
「ヨコハマ・ギャラ
「アートヨコハマ」

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 8 月15 日現在のものです。
）
横浜市民ギャラリーは 9 月 1 日に移転し、連絡先が変わりました。開館は 10 月 10 日です。
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/
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

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 !
シオザワタケシ企画展「あまいもの展」
10/4〜10［休］火曜［内容］
「あまい」をテーマに作
家達が自由に表現
榊薔薇 鎖鬼 個展
10/4〜10［休］火曜［内容］細密なペン画で独自の
世界が広がるイラスト展
子ども展「HAPPY! FACE」
10/11〜17［休］火曜［内容］展示会場がこども達の
笑顔に包まれます
Train ‑ Train 展 vol.7
10/18〜24［休］火曜［内容］鉄道に関するあらゆる
スペシャリストが大集合 !
どきどきハロウィン展「Trick and Treat !」
10/25〜31［休］火曜［内容］年に一度のカボチャの
祭典 ! 今年のテーマはイタズラ !
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 2
「第６回アジアの華展 2014」
10/4、5、11、12、18、19［内容］女子美術大学のア
ジア出身留学生の作品展
Art Gallery 山手
☎628-0267 A-④ b5
山中翔之郎個展
10/8〜14［休］会期中無し［内容］猫・うさぎ・ふく
ろう・リス等小動物をパステル、ペンで描いた作品
青井滋子手織展
10/16〜21［休］会期中無し［内容］裂織。マント・
ジャケット・バッグ等
白木ゆり個展 ‑ 早起きの毎日 ‑
10/23〜28［休］会期中無し［内容］銅版画・コラー
ジュ。約 40 点
野崎芳寿人形展
10/30〜11/4［休］会期中無し［内容］日本古来の
伝統技法による三つ折れ人形・市松抱き人形
アートスペースイワブチ
☎231-1662 A-⑤ b2
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

星奈緒個展
10/1〜6［休］会期中無し［内容］アクリル画
酒井幸子個展
10/8〜13［休］会期中無し［内容］日本画
谷地真理江個展
10/8〜13［休］会期中無し［内容］アクリル画
渡辺勇個展
10/22〜27［休］会期中無し［内容］水彩の抽象画
清水今日子個展
10/29〜11/3［休］会期中無し［内容］アクリル画
Art Baboo146
☎050-1048-3998 A-⑦ b4
JAPAN History
9/27〜10/3［休］9/30［内容］企画展。写真
シオザワタケシ企画「あまいもの展」
10/4〜10［休］10/7［内容］企画展。オールジャンル
Le kuroe 個展 10/11〜17［休］10/14［内容］絵画
GUNSOU 個展 10/11〜17［休］
10/14［内容］写真
グンジョラクダ展
10/18〜24［休］
10/21
［内容］絵画
0084。展 10/18〜24［休］10/21［内容］絵画
「タチバナ ナオ」10/25〜31
［休］
10/28
［内容］
イラスト

ハンドメイドサーカス
10/25〜31［休］10/28［内容］企画展。雑貨
ATELIER K・ART SPACE
☎651-9037 A-⑨ c4
達 和子展
10/1〜15［休］月曜［内容］平面・ドローイング・油
彩等。20 点
青木美也子展
10/18〜31［休］月曜［内容］平面・金属20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
植物画グループ展示 2014
9/30〜10/5［休］会期中無し
メグロー派グラスリッツェン湘南台
10/11〜15［休］会期中無し［内容］手彫りガラス
アトリエ ミュゼ作品展
10/16〜21［休］会期中無し［内容］子ども絵画展
MOA 山月光輪花作品展
10/25、26
ヨーロッパのトールペイント
10/27〜29［休］会期中無し
クロアチアの現代日本庭園の展示
10/31〜11/3
［休］
会期中無し
［内容］住環境デザイン
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
ガレリア セルテ
☎651-5471 A-⑲ b3
右近とし子水彩画展 10/2〜11［休］会期中無し
EXHIBITION OF OCTOBER
10/12〜18［休］会期中無し
2014 釉美会展
10/20〜26［休］会期中無し［内容］七宝・彫金
M&Y 版画展 10/27〜11/1［休］会期中無し
画廊 楽
☎681-7255 A-㉒ c4
木曜会
9/29〜10/5［休］会期中無し［内容］楽絵画教室 平
田クラス生徒展
永山 勲個展 10/6〜12［休］会期中無し［内容］水彩
Gallery ARK
☎681-6520 A-㉓ c4
和田直樹展 10/2〜11［休］日曜［内容］油彩約 16 点
奥村幸弘展10/16〜25［休］日曜［内容］油彩約 16 点
美齊津匠一展
10/30〜11/8［休］日曜［内容］ミクストメディア
作品約 16 点
gallery and cafe fu
☎070-6429-8597 A-㉔ c5

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）
KIRIKO works 2014‑ ガラスの輝きに魅せられて ‑
10/14〜19［休］月曜［内容］作家 6 名。切り子ガラス
小泉さかえ個展「サークル←→サイクル」
10/21〜26［休］月曜［内容］体験型インスタレー
ション
ギャラリーかれん
☎543-3577 B-⑥
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
私の物語展
10/6〜11
［休］
会期中無し
［内容］絵画等
広谷幸展
10/14〜18［休］会期中無し［内容］作陶
飯野洋子展
10/20〜25［休］会期中無し［内容］レザークラフ
ト ・ トールペイント
今富令子手織り展
10/27〜11/1［休］会期中無し［内容］手織り作品

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・人形等約 500 点
甦る古布「田中みち子展」
10/28〜31［休］会期中無し［内容］ドロ大島の着物
を洋服にリメイク。約 50 点
ギャラリー伽羅
☎842-1428 C-⑥
手作りきゃら SHOP
9/30〜11/1［休］日曜、月曜、祝日［内容］着物のリ
フォーム服・バック・ポーチ等
ギャラリーこやま
☎545-1105 B-⑦
吉永孝夫 作品展
10/1〜7［休］会期中無し［内容］水彩・陶画・陶小
物約 50 点。身近な都会の風景・人物・動物
木版画＆陶展
10/11〜17［休］会期中無し［内容］田中玲子・内部
隆他の木版画 18 点と萩焼・益子焼 30 点
絵画展
10/21〜27［休］会期中無し
［内容］油彩。風景等20点
ギャラリー SHIMIZU
☎251-6177 A-㉙ c3

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
第 52 回日本書道家連盟公募展
10/2〜7［休］会期中無し
紅花書道会展 10/9〜14［休］会期中無し
星二人展 10/16〜21［休］会期中無し
ギャラリーダダ
☎461-1533 A-㉛
保坂強水彩画展
10/1〜7［休］会期中無し［内容］ペン彩画・水彩
高橋鈴子水彩画展
10/1〜7［休］会期中無し［内容］風景等
フラワーアート展
10/8〜14［休］会期中無し［内容］ファンタジーフ
ラワー
廣田幸子水彩画展
10/8〜14［休］会期中無し［内容］四季の花・国内外
の風景等
八木富志恵個展
10/15〜21［休］会期中無し［内容］油彩。半抽象
オガワヒロシ色鉛筆画展
10/15〜21［休］会期中無し［内容］光の輝きを色鉛
筆の線で表現
大纏トシ子水彩画展 10/22〜28［休］会期中無し
石川せつこ水彩画展
10/29〜11/4［休］会期中無し［内容］水辺の風景等
水彩画グループ展
10/29〜11/4［休］会期中無し［内容］風景画中心
ギャラリーぴお
☎681-5122 A-㉟ b3

第 52 回全国公募日書家展 10/2〜7［休］会期中無し
みずゑ秋季展
10/9〜14［休］会期中無し［内容］水彩・パステル画
第 27 回しゅのんそー展・佐藤やすしこ展（併催）
10/16〜21［休］会期中無し［内容］水彩・パステル・
油彩 120 点。
水彩画教室 第 7 回パレット会展
10/23〜28［休］会期中無し［内容］透明水彩
第 28 回港の作家小品展
10/30〜11/4［休］会期中無し［内容］会員 90 名の
油彩・水彩等
ギャラリーミロ
☎251-5229 A-㊲ c3
外池（といけ）邦夫個展
9/29〜10/5［休］会期中無し［内容］油彩・水彩
たけいとよこ展
10/6〜12［休］会期中無し［内容］水彩・パステル。
みちくさシリーズⅢ
横浜指路教会有志展
10/13〜19［休］会期中無し［内容］絵画・書道・写真・
工芸・手芸等
エクリュ展
10/20〜26［休］会期中無し［内容］油彩・水彩等
風響会日本画展 10/27〜11/2［休］会期中無し
ギャラリー Lei OHANA
☎941-6169 B-⑬
a.s.m 展
10/11〜13［休］会期中無し［内容］平面・立体。峰
松由佳・石井和美・臼井佐織・渋谷千鶴・山崎宣久・
藤波洋平

４人は ガチ だぜ ! 写真展
10/18〜26［休］会 期 中 無 し［内 容］海・山・人。山
田修一・根本孝司・津田憲二・池野逸人
☎681-5900 A-㊷ c4
ぎゃるりじん＆Chiyoʼ s

TAMATAMA
9/30〜10/5［休］会期中無し［内容］平面
“器” あそびの会
10/7〜12［休］会期中無し［内容］陶芸
滝口未也子個展
10/14〜19［休］会期中無し［内容］平面
吉田信子個展
10/21〜26［休］会期中無し［内容］平面
ギャルリーパリ
☎664-3917 A-㊵ b4
小野友三展 10/13〜24［休］日曜［内容］平面
山本裕子展
10/27〜11/1［休］会期中無し［内容］油彩等
クロス・パティオ 緑のギャラリー ☎223-2621 A- a2
ペン画・水彩・デッサン 3 人展
9/25〜10/1［休］会期中無し
グループ「かた」
10/17〜22［休］会期中無し［内容］かた絵染（着物・
帯・のれん等）
ゴールデンギャラリー
☎201-7118 A-㊺ b3
第 52 回日本書道家連盟公募展
10/2〜7［休］会期中無し
右心会書展 10/17〜21［休］会期中無し
第 32 回群星会書展 10/23〜28［休］会期中無し
第 2 回桂峰門流展 10/30〜11/4［休］会期中無し

さ行
さくら画廊
☎846-3987 C-⑨
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
ʼ 14 菜の会展
10/9〜13［休］会期中無し［内容］油彩。飯村定子・小
河静子・新村春子・粂能婦子・吉田春代・大塚千恵子
さくら画廊 5 人展
10/16〜21［休］会期中無し［内容］絵画。岩瀬誠一・
遠藤友子・大坂由里・小芝恵美・廣瀬文子
第 21 回さくら画廊 6 人展
10/23〜28［休］会期中無し［内容］絵画。高橋茂・
武田敏夫・永井豊子・前川隆敏・増山弘志・吉田俊弘
向井輝個展
10/30〜11/3［休］会期中無し［内容］油彩。約 25 点
サブウェイギャラリー M
☎664-1795 A-㊼ a2
日本画院神奈川支部展
10/6〜12［休］会期中無し［内容］日本画 35 点
第 10 回描の会展
10/13〜19［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・パ
ステル。約 100 点
第 25 回太平洋神奈川同人展
10/20〜26［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・版画・
彫刻等。約 70 点
doorz ‑ ドアーズ ‑
10/27〜11/2［休］会期中無し［内容］2014 年セツ
展の受賞者１０名による絵画展
シルクセンターギャラリースペース
☎641-0840 A-㊽ b4

呉服展示会 10/4〜12［休］会期中無し
写真展 10/29〜11/5［休］会期中無し
せんたあ画廊
☎662-2937 A-㊿ b3
画集刊行記念 右近とし子 透明水彩画展
10/2〜11［休］会期中無し［内容］日米で活躍する
作家の、画集刊行に併せての新作展。約 50 点
只熊宏子水彩展
10/20〜29［休］会期中無し［内容］主に抽象作品
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

や行

鶴見画廊
☎584-7208 B-⑱
POT HOOK ＃7
10/4〜11［休］会期中無し［内容］日本画。古市正彦・
鶴巻謙郎
法政オレンジの会展
10/15〜20［休］会期中無し［内容］法政 OB による
グループ展
一江 小作品展（かな）
10/22〜27［休］会期中無し［内容］書。岩壁一江
ルナ展
10/30〜11/4［休］会期中無し［内容］主に木版画。
グループ展

山手 234 番館
☎625-9393 A- b5
水彩画グループ展 10/2〜7［休］会期中無し
やさしい写真展 10/9〜14［休］会期中無し
ゆうかり友の会 デコパージュ作品展
10/16〜21［休］会期中無し
MUK 写真展＋1（三人寄ればなんじゃもんじゃ）
10/23〜28［休］会期中無し［内容］3 人の写真愛好
家によるグループ展。豆柴犬の写真や絵も展示
楽しい街角スケッチ・写真展
10/30〜11/4［休］会期中無し
山手 111 番館
☎623-2957 A- b5
USAUSA WORLD BEYOND あべあやこイラスト
原画展
10/3〜7［休］会期中無し
照屋林次郎三線展
10/10〜13［休］会期中無し［内容］沖縄三線
羊毛フェルトとオーストラリアプリザーブドフラワー
10/17〜22［休］会期中無し［内容］羊毛フェルトと
フラワーアレンジメント
tabasamu yako
（タバサム・ヤコ）
あなたのほほ笑み展
10/23〜29［休］会期中無し［内容］アフリカ絵画「キ
スマサイ」
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（10/13 は 開 館）、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
前田良平個展 10/3〜8［休］会期中無し［内容］油彩
WIND OF ZEN 禅の風 風間敞子 書展
10/10〜15［休］会期中無し［内容］アメリカで活躍
中の書家の凱旋記念展
吉田 直展 NAOSHI YOSHIDA EXHIBITION
10/18〜28［休］会期中無し［内容］寄木造りの技法
による現代的な人物像
横浜市泉区民文化センター テアトルフォンテ
☎805-4000 C-⑱
佛像彫刻作品展 10/8〜12［休］会期中無し
横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場
☎771-1212 C-⑲
第 8 回 YOKOHAMA「星団」写真展
10/1〜7［休］会期中無し［内容］共同個展
ユリフラワーデザインスクール 川上教室作品展
10/8〜13［休］会期中無し
横浜市磯子区民ホールギャラリー
☎750-2393 C-⑳
クローバーの会
9/27〜10/2［休］会期中無し［内容］絵手紙
滝頭仏画教室 10/4〜9［休］会期中無し
写友どんぐり10/11〜16［休］
会期中無し
［内容］写真
アートフリースペース虹
10/18〜23［休］会期中無し［内容］絵画
中原睦和会・寿クラブ
10/25〜30［休］会期中無し
［内容］絵画・写真・工作等
横浜市岩間市民プラザ
☎337-0011 C-㉑
保土ケ谷写友会9/29〜10/5
［休］
会期中無し
［内容］
写真
保土ケ谷華道会いけばな展 10/25・26
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
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
日本リアリズム写真集団 (JRP) ‑ 第 39 回 横浜支部
写真展 2014‑
10/1〜6［休］会期中無し
五感 ‑ 第 8 回 プローバー '01 写真展 ‑
10/7〜13［休］会期中無し［内容］人間が外界と繋
がる五感に着目した写真。約 50 点
第 6 回 写真展「窓」
10/7〜13［休］会期中無し［内容］町や里山、旅先な
どで出会ったスナップ写真。50 点
第 2 回 神奈川かもめ絵手紙展 ‑ いろいろな筆記具に
よる絵手紙展です ‑
10/14〜19［休］会期中無し

な行
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。
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
第 7 回 (2014・秋 ) 黒騎士 8 人展
9/27〜10/13［休］10/1、8［内容］平面。安斎アヤ
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
2014・四人展
10/18〜26［休］10/22［内容］平面。阿部照夫・塚
越通生・能登茂行・米山厚子

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 A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］版画
第 2 回 FEI PRINT AWARD 準大賞受賞者 Vol.2 西
山瑠依展
10/7〜17［休］土曜、日曜、祝日［内容］水墨画のよ
うな静けさ漂う版画作品
みづうみさがし 内田真理版画展 10/21〜31［休］
土曜、日曜
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
BIRTHPLACE ART 多摩美術大学校友会神奈川支部展
10/14〜19［休］月曜［内容］神奈川出身、在住の多
摩美卒業生によるグループ展
東北から鎌倉へ 86 年の歩み 江刺栄一展
10/22〜31［休］月曜［内容］鎌倉彫・スケッチ・ド
ローイング約 100 点

ま行
みつい画廊
☎261-3721 A- c3
グループ展
9/29〜10/5［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・写
真・版画等
皐月会水彩画展 10/6〜12［休］会期中無し
漂展 10/13〜19［休］会期中無し［内容］水彩
第 32 回モーヴ展
10/20〜26［休］会期中無し［内容］油彩
新村春子展
10/27〜11/2［休］会期中無し［内容］油彩

