横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール

☎511-5711 B-㉔
海外の水彩スケッチ・ペン画
2/25〜3/3
［休］
会期中無し
［内容］
フランス、
イギリス、
ネパールで描いた水彩スケッチ。20点
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ
☎866-2501 C-㉔
アート・先生とみんなの会 手工芸作品展 2015
2/24〜3/2［休］会期中無し［内容］戸塚の手工芸作
家による作品展
現展神奈川支部 新春展
2/24〜3/2［休］会期中無し［内容］現代美術を追求
する団体
NPO 法人日本園芸療法研修会 20 周年記念企画 活
動パネル展示
3/4〜7［休］会期中無し［内容］全国の園芸を使った
支援を紹介
キルトサークル「フラワーバスケット」パッチワー
クキルト作品展
3/5〜8［休］会期中無し［内容］大作のタペストリー
から小物まで
第 2 回フォトのぞみグループ合同写真展
3/24〜30［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.16 清井了支展
1/11〜4/30［休］3/23、4/27［内容］障がいのある
アーティストたちの表現を紹介する小ギャラリー展
示。今回は清井了支 ( せいい・さとし ) のミクロの世
界を描いているような表現が特徴の抽象絵画作品を
紹介
Gallery in the Lobby「距離とピント」
2/28〜3/22［休］会期中無し［内容］ピントを合わせ
るための機構、距離計を内蔵したカメラ等約 10 点
吉野絵画展
2/26 〜 3/1［休］会期中無し［内容］油彩。風景等約
130 点
アートユニオン青葉合同作品展
3/3〜15［休］3/9［内容］絵画・写真等アートを楽
しみ創造する「地域 7 グループ」による合同作品展。
約 350 点。
水陽会グループ展 第 3 回「水陽･明水会展」
・第 10
回「水陽･ION 会展」
・第 14 回「水陽･青葉会展」
・第
5 回「水陽･季彩会展」
3/16〜29［休］3/23［内容］風景主体の水彩スケッ
チ。約 500 点。
第 4 回五彩展
3/30〜4/5［休］会期中無し［内容］水彩・パステル・
日本画等。会員 28 名による約 100 点
Shutterbug Club 展 2015
3/30〜4/5
［休］
会期中無し
［内容］
写真ワークショッ
プ、シャッターバグクラブ会員の作品。約 60 点
横浜市吉野町市民プラザ
☎243-9261 C-㉖
第 4 回光のフォトコンテスト写真展
2/25〜3/1［休］会 期 中 無 し［内 容］2014 年 12 月
に 蒔 田 公 園 に て 開 催 さ れ た「光 の ぷ ろ む な ぁ ど
2014」の会場を撮ったフォトコンテストの作品展

第 16 回南期会展
3/24〜30［休］会期中無し［内容］絵画・パッチワー
ク・絵手紙・陶芸。横浜市立南高等学校美術部 OB を
中心とする卒業生の作品展
横浜市歴史博物館
☎912-7777 B-㉗
企画展「鶴見川流域のくらし ‑ 生業・水運・信仰・
祭礼 ‑」
1/31〜3/15［休］月曜（祝日の場合は翌日）
［内容］
鶴見川流域を源流から河口まで歩いたフィールド
ワークの成果を活かし、流域のくらしの諸相を紹介
横浜髙島屋美術画廊
☎311-5111 A山岸大成 作陶展
2/25〜3/3［休］会期中無し
山本雅子 展
2/25〜3/3［休］会期中無し［内容］洋画
霜鳥 忍展
3/4〜10［休］会期中無し［内容］日本画
あべ としゆき展
3/4〜10［休］会期中無し［内容］水彩
大谷有花展
3/11〜17［休］会期中無し［内容］洋画
辻 聡彦 作陶展
3/11〜17［休］会期中無し
岡 信孝展
3/18〜24［休］会期中無し［内容］日本画
杉本貞光 陶展
3/25〜31［休］会期中無し
細迫 諭展
3/25〜31［休］会期中無し［内容］洋画
横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A- b3
第 44 回墨泉社書作展
3/6〜10［休］会期中無し
第 34 回面友会能面展
3/26〜31［休］会期中無し
横浜美術館
☎221-0300 A- b2
横浜美術館開館 25 周年「ホイッスラー展」
12/6〜3/1［休］木曜［内容］アメリカに生まれ英仏
で活躍し「唯美主義」を主導した画家であり、日本の
浮世絵や工芸品から影響を受けたジャポニスムの画
家としても知られるジェームズ・マクニール・ホイッ
スラー（1834〜1903）
。油彩・水彩・版画約 130 点
を展覧
横浜美術館 2014 年度コレクション展第Ⅱ期
「抽象画 ‑ 戦後から現代」／「光と影 ‑ 都市との対話」
12/6〜3/1［休］木曜［内容］
① 山口長男（たけお）
、
元永定正、辰野登恵子等の、戦後から現代に至る抽
象画 ②高橋由一、小林清親、清水登之（とし）から奈
良美智（よしとも）に至る、都市景観や都市生活にお
いて、光や影を敏感に捉えた作品や見る者に光の在
り方を意識させる作品を展示。また、写真展示室に
おいて、現代の都市における光と影を強烈に映し出
した金村修、磯田智子、米田知子らの作品を紹介
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横浜市民ギャラリーの収蔵作品を毎月紹介します

江見絹子《水尾》
1974 年／油彩、キャンバス／ 79.0×99.0cm

●ホームページで作品解説をご覧いただけます

横浜みなと博物館
☎221-0280 A- b2
報道写真が映す戦後の横浜港
神奈川新聞社創業 125 周年記念
2/14〜4/12［休］月曜［内容］戦後から高度成長期、
そして平成の横浜港に起こった様々な出来事（接収、
接収解除運動、港の拡張、コンテナ化、みなとみらい
21 の開発等）を、神奈川新聞社所蔵の写真で展示

江見絹子氏（1923年兵庫県明石市生まれ、1991年横浜文化賞受賞）は、
2015 年 1 月 13 日にご逝去されました（享年 93 歳）。
心よりご冥福をお祈り申し上げます。

横浜には140 を超える画廊、展示施設があるのをご存知ですか ?
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。
第 3 回 最優秀賞 竹内 修《作品鑑賞》

守られて 山梨県武田の里 峡北の人々 写真展
3/10〜16［休］会期中無し［内容］自然の中で暮ら
す人々。一年を通じての日常生活、風景等の写真
第 17 回江影会写真展示会
3/17〜23［休］会期中無し［内容］道をテーマとし
た作品と自由作品計 60 点。風景・スナップ等

（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」

《移民船ぶらじる丸の出航》1956 年（神奈川新聞社提供）

横浜ユーラシア文化館
☎663-2424 A- b4
古代エジプト ファラオと民の歴史 ‑ 東海大学のエ
ジプトコレクション ‑
1/31〜4/5［休］月曜［内容］古代エジプトの歴史の
表舞台に立つファラオ（王）たちを支えた民の生活
とその精神性を探る

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 2015 年 1 月15 日現在のものです。
）

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 )
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/

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。

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2015（1〜3 月）
」開催中
http://www.photoyokohama.com/

★この欄と同色のものが写真展です。
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Art Gallery 山手
☎628-0267 A-④ b5
Blue bloom 展 Tomoko
3/19〜24［休］会期中無し［内容］青鉛筆画
第 3 回 村田浩明 個展
3/26〜31［休］会期中無し［内容］色鉛筆画
art Truth
☎263-8663 A-⑥ b5
如月 愛 個展
2/25〜3/2［休］会期中無し［内容］アクリルを使っ
た抽象画
東川和正 作陶展 3/5〜15［休］3/10［内容］陶器

神奈川県立歴史博物館
☎201-0926 A-⑱ b3
陸（おか）にあがった海軍
1/31〜3/22［休］月曜［内容］太平洋戦争末期、横浜・
日吉の慶応義塾大学キャンパスが海軍の指令基地と
して使われていた。本展では、歴史博物館と慶応大
学が協力して進めてきた遺構調査の成果を紹介す
る。3/22（日）学芸員による展示解説
ガレリア セルテ
☎651-5471 A-⑲ b3

《油滴天目皿 天目窯変「磨沙偉」徳利》2014 年

三上喜貴 個展
3/18〜23［休］会期中無し［内容］木版画で表現し
た寺社
中村紀介・中村彩果 二人展
3/25〜30［休］会期中無し［内容］アクリル画等
Art Baboo146
☎228-8146 A-⑦ b4
ながしまえりこ展
2/28〜3/6［休］3/3［内容］イラスト
早川沙由里展
2/28〜3/6［休］3/3［内容］イラスト
昌虎・ショージ展「空人（そらびと）
」
3/14〜20［休］3/17［内容］写真

《瑠璃空》2014 年

L.Badge･視界の形状展
3/14〜20［休］3/17［内容］二人展。写真・絵画
ハンドメイドサーカス
3/21〜27［休］3/23［内容］雑貨
陰湿・陽気展
3/21〜4/3
［休］
3/24、
31
［内容］
企画展。
オールジャンル
旭ギャラリー
☎955-3388 C-②
花を描く絵画展
3/27〜4/19［休］会期中無し［内容］作家 10 名によ
る油彩・水彩・パステル約 30 点
☎651-9037 A-⑨ c4
ATELIER K・ART SPACE
藤田 修展
3/17〜31［休］3/23［内 容］フ ォ ト ポ リ マ ー グ ラ
ヴェールによる新作版画 15 点
☎680-4033
1010 美術 1010Art Gallery
大木靖子 個展 " ひとひら "
3/21〜31［休］3/25［内容］ピンホール写真

《ひとひら》2014 年

プチ・パントル展 3/8〜14［休］会期中無し
爽蒼美術協会（みずゑ展）春季展
3/16〜22［休］会期中無し
醍醐水彩教室展 3/23〜29［休］会期中無し
画廊 楽
☎681-7255 A-㉒ c4
二人展 3/9〜15［休］会期中無し［内容］油彩
Gallery ARK
☎681-6520 A-㉓ c4
蒼の会展 ‑（アートスクエア元町絵画教室講師展）
3/5〜14［休］日曜［内容］油彩等
中山智介展 3/19〜28［休］日曜［内容］油彩等
ギャラリーかれん
☎543-3577 B-⑥
企画展 手作り市
3/2〜7［休］会期中無し［内容］手織り・紙漉き・手
作り小物・バック・お菓子等
企画展 小さなまちの小さな平和展
3/9〜14［休］会期中無し
飯倉碧 & アートプレイス有志ステンドグラス展
3/16〜20［休］会期中無し
ファブリックステンシルグループ展
3/23〜28
［休］
会期中無し
［内容］
衣服に描く型染作品等
ギャラリー KAN
☎641-4751 A-㉗ c4
江戸ちりめんの押絵展
2/24〜3/8［休］3/2［内容］古布（江戸ちりめん）を使
用した羽子板・くま手・額入りのお雛様等、約 35 点
ギャラリー伽羅
☎842-1428 C-⑥
手作りきゃら SHOP
3/3〜31［休］日曜・月曜・祝日［内容］着物リフォー
ム服・バック・パッチワーク小物・ブローチ・毛糸帽
子・アクセサリー等
ギャラリーこやま
☎545-1105 B-⑦
5 人の水彩画展
3/1〜7［休］会期中無し［内容］風景・花・人物等の
水彩 23 点。大坂忠治・竹辺孝・峯恵子・吉永孝夫・
与田美智子
二人展
3/11〜20［休］3/16、17［内容］今木比奈子（ロー
ケツ藍染）
・島崎まり（七宝）
絵＆陶〈常設展〉
3/23〜27［休］会期中無し［内容］水彩・墨絵・陶
ぎゃらりー彩光
☎681-0768 A-㉘ b3
第 9 回てん展
2/25〜3/3［休］会期中無し［内容］油彩・陶器
第 11 回つづき淡彩スケッチ展
3/4〜10［休］会期中無し
第 11 回湘南淡彩スケッチ展
3/11〜17［休］会期中無し［内容］水彩
亀崎敏郎 個展
3/18〜24［休］会期中無し［内容］水彩スケッチ
よみうり淡彩スケッチ展 3/25〜31［休］会期中無し
ギャラリー守玄齋
☎201-7118 A-㉚ b3
静書会展 3/12〜15［休］会期中無し［内容］書
ギャラリーダダ
☎461-1533 A-㉛
ただすみえ猫展
2/25〜3/3［休］会期中無し［内容］メルヘンの世界
へご案内
竹琳会 花の墨絵展
3/4〜10［休］会期中無し［内容］墨絵小品
鈴木栄子 作品展
3/11〜17［休］会期中無し［内容］水彩。花や風景
廣田栄一 水彩画展
3/11〜17［休］会期中無し［内容］国内外の風景画

中西麻子 作品展 3/18〜24［休］会期中無し
大坂由里 水彩画展
3/25〜31［休］会期中無し［内容］国内外の風景、花等
二人展 3/25〜31［休］会期中無し［内容］水彩・書
GALLERY hide&seek
☎439-3951 B-⑩
手仕事ゆかいな 6 人展
3/23〜27［休］会期中無し［内容］ビーズ・ニット・
裂織等
手作り３人展
3/30〜4/3［休］会期中無し［内容］ニット他アクセ
サリー
ギャラリーぴお
☎681-5122 A-㉟ b3
第 70 回ハマ展 一般受賞者展
2/27〜3/3［休］会期中無し［内容］2014 年ハマ展
で受賞した一般出品者の作品展。
洋画・日本画・写真・
彫刻
湘南水彩 25 人展
3/19〜24［休］会期中無し［内容］日本水彩画会湘
南支部員の作品展。水彩画 80 号の大作を含む 1 人 3
点ずつ出展
gallery fu
☎070-6429-8597 A-㉔ c5

カナガワビエンナーレ国際児童画展応援企画「世界
のネコレクション」
2/20〜3/1［休］月曜［内容］世界の子どもたちが描
くネコの絵と、横浜ゆかりのアーティストがつくり
だすネコをテーマとした作品とのコラボレーション
海老塚耕一展 ｢触れる」から
3/8〜15［休］月曜［内容］彫刻。参観者が作品に触れ
ることで作品が成立する参加型展覧会。3/8 に海老
塚耕一作品とのコラボレーション「フロッタージュ」
ワークショップを開催（参加費：2000 円 /1 人）
藤城翼 個展「フジ族の集うところ」
3/21〜28［休］月曜［内容］自ら生み出した民族 " フ
ジ族 " のマスクを中心に展示

遠藤章子・岩佐 徹 二人展
3/16〜21［休］会期中無し［内容］ガラスと木版と
いう異なるジャンルから空間の認識を深める考察を
試みる
高瀬ゆり展
3/23〜4/4［休］日曜［内容］
「タッセルワーク」とい
う新しいファイバーアート作品によるインスタレー
ション
クロス・パティオ 緑のギャラリー ☎223-2621 A- a2
第 34 回しのの会展
3/26〜30［休］会期中無し［内容］絵画・写真・コラー
ジュ・織物等。約 40 点
ゴールデンギャラリー
☎201-7118 A-㊺ b3
静書会展
3/12〜15［休］会期中無し［内容］書

さ行
シルクセンターギャラリースペース

☎641-0840 A-㊽ b4

池田智写真展「紅の赤〜くれないのあか〜」
3/11〜18［休］会期中無し［内容］赤い花の写真展。
今回のテーマは「曼珠沙華」

ギャラリーミロ
☎251-5229 A-㊲ c3
Welcome 吉田町展
2/23〜3/1［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・日
本画等。吉田町 4 画廊の共同企画
吉野敦子 個展 3/2〜8［休］会期中無し
［内容］
油彩等
岩崎美代子 個展
3/9〜15［休］会期中無し［内容］日本画等
藤茂芳枝 個展
3/23〜29［休］会期中無し［内容］油彩
第 7 回グループ “虹” 展
3/30〜4/5［休］会期中無し［内容］水彩・スケッチ
ギャラリー元町
☎663-7565 A-㊳ c5
松崎梨菜展 3/10〜15［休］会期中無し［内容］絵画
頼則ひかり・新城文香展
3/17〜22［休］会期中無し［内容］金属・陶芸
牧野永美子展
3/31〜4/5［休］会期中無し［内容］彫刻オブジェ
ギャラリー Lei OHANA
☎941-6169 B-⑬
小人展
3/14〜16［休］会期中無し［内容］絵画・立体作品
朝日 昇 × 佐藤ゆか 二人展
3/20〜22［休］会期中無し［内容］絵画
ギャルリーパリ
☎664-3917 A-㊵ b4
早川 剛展
3/9〜14［休］日曜［内容］日本画。岩絵の具による
超大作

爾麗美術
☎222-4018 A- b4
兵藤和男 素描展
3/28 〜 4/5［休］会期中無し［内容］遺作展。ドロー
イング

みつい画廊
☎261-3721 A- c3
Welcome 吉田町展
2/23〜3/1［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・立
体等。吉田町 4 画廊の共同企画

や行

せんたあ画廊
☎662-2937 A-㊿ b3
醍醐芳晴教室展
3/23〜4/4［休］会期中無し［内容］水彩。ガレリア
セルテと共同開催
象の鼻テラス
☎661-0602 A- b4
ポート・ジャーニー・プロジェクト バーゼル⇄横浜
中山晴奈帰国展「KAN-BUTSU」
3/17〜31［休］会期中無し［内容］スイスと日本の
国交 150 周年を記念してスイス・バーゼルで行われ
た文化イベント「CULTURESCAPES」に派遣され、
そこで食を通した文化交流を図ったアーティストに
よる帰国展。展示に加え食にまつわるさまざまなイ
ベントを行う
そごう美術館
☎465-5515 A微笑みに込められた祈り 円空・木喰展
2/7〜3/22［休］会期中無し［内容］江戸時代の異な
る時期に日本各地を巡り、共に膨大な数の仏像・神
像 を 残 し た 円 空（1632〜1695）と 木 喰（1718〜
1810）
。新発見・初公開を含む木彫像あわせて約
250 点を展覧
御所の花 安野光雅展
3/28〜4/19［休］会期中無し［内容］絵本作家・画家・
装丁家として活躍する安野光雄が描く、御所に咲く
四季おりおりの草花を題材とした水彩。130 点

た行
鶴見画廊
☎584-7208 B-⑱
3B 展
3/4〜14［休］3/10［内容］日本画。池田美弥子・越
畑㐂代美・麒麟
石井 行 個展
3/19〜26［休］会期中無し［内容］アクリル画・油彩

な行

《燃えさかる炎》2011 年

《高 3 進路は被災地へ（志津川高・田畑祐梨さん）
》
5 枚組の 1 枚／ 2014 年 2 月 13 日撮影・朝日新聞

ま行

《緋のきらめき》2014 年

《フジ族のマスク》2012 年

日本新聞博物館
☎661-2040 A- b4
2014 年報道写真展
1/10〜3/29［休］月曜（祝日の場合は翌日）
［内容］
社会情勢を捉える力、瞬間を切り取る写真記者の
“技” を垣間見ることのできる企画展。東京写真記者
協 会 に 加 盟 す る 新 聞・通 信・放 送 34 社 の 記 者 が
2014 年に撮影した報道写真の中から選んだ約 280
点、および東京以外の各地区写真記者協会が選んだ
グランプリ作品 6 点を展示

日本郵船歴史博物館
☎211-1923 A- b3
企画展「日本郵船歴史博物館収蔵品展 II 船員の記
憶、船の記録」
11/22〜3/15［休］月曜（祝日の場合は翌日）
［内容］
4 万点余りの収蔵品の中から未公開もしくはこれま
で展示する機会の少なかった資料を中心に展示

山手 234 番館
☎625-9393 A- b5
色彩を求めて 97 年 井上寛子 油絵展
2/26〜3/3［休］会期中無し
T グレース 写真展
3/5〜10［休］会期中無し
Folk Art & Embroidery Studio 作品展
3/13〜17［休］会期中無し［内容］フォークアート
と刺繍作品
佐々木ゆう 個展
3/19〜24［休］会期中無し［内容］油彩
あゆみの会写真展
3/26〜31［休］会期中無し
山手 111 番館
☎623-2957 A- b5
島野聖子 個展 光とガラスのエレガンス 2015 春
2/27〜3/1［休］会期中無し［内容］ヨーロピアング
ラスリッツェン
フォトルーム・アンシャンテ フォトセラピーアド
ヴァンスコース修了展
3/8(16 時まで）
［内容］写真
ライフスタイルコーディネート協会作品展 マイ
ローズガーデン ストーリー
3/13〜16［休］会期中無し［内容］プリザーブドフ
ラワー作品（最終日は 13 時まで）
ゆかいな仲間
3/20〜25［休］会期中無し［内容］水彩
フォトフレンズＹ作品展
3/27〜4/1［休］会期中無し［内容］写真
横浜赤レンガ倉庫 1 号館
☎211-1515 A- a3
平成 26 年度横浜美術大学卒業制作選抜展
2/26〜3/3［休］会期中無し［内容］平成 26 年度卒
業生卒業制作から選抜された作品展
横浜開港資料館
☎201-2100 A- b4
横浜開港資料館平成 26 年度第 4 回企画展示
「ガールズ ビー アンビシャス！ ‑ 横浜山手のミッ
ション・スクール ‑」
1/28〜4/19［休］月曜（祝日の場合は翌日）
［内容］
明治期、アメリカのプロテスタント伝道団やフラン
スのカトリック修道会が横浜、山手の丘に創設した
女子ミッション・スクール。その歴史を各校が所蔵
する資料をもとにたどるとともに、ミッション・ス
クールが横浜の女子教育に果たした役割を考える
横浜画廊 元町店
☎681-0177 A- b5
小林大輔 ガラス展
2/24〜3/1［休］会期中無し

深澤綾之 個展
3/6〜11［休］会期中無し［内容］日本画・スケッチ
猫魚姫（にゃんぎょひめ）の春休み展
3/13〜22［休］会期中無し［内容］イラストレーター
川和千鶴によるネコと動物を描いた作品
二人展
3/27〜4/1
［休］
会期中無し
［内容］
平面・陶芸
横浜市旭区民文化センター サンハート
☎364-3810 C-⑰
50〜55 田辺桂子展
2/24〜3/2［休］会期中無し［内容］油彩等
横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場
☎771-1212 C-⑲
第 11 回写真展
3/11〜17［休］会期中無し［内容］テーマ作品「乗り
物」他、自由作品約 50 点
第 13 回スリー S 写真展
3/18〜24［休］会期中無し［内容］風景・スナップ・
花等
第 20 回坪呑絵画クラブ展
3/25〜31［休］会期中無し［内容］会員 16 名による
風景や静物の水彩約 50 点
横浜市磯子区民ホールギャラリー
☎750-2393 C-⑳
押し花 野の花グループ
2/25〜3/2［休］会期中無し
新日本婦人の会 磯子支部
3/4〜9［休］会期中無し［内容］ちぎり絵・絵手紙
洋光台写真倶楽部
3/11〜16［休］会期中無し
横浜緋桜会 人形教室
3/18〜23［休］会期中無し［内容］木目込人形・ちり
めん細工
花のちぎり絵 野ぶどう。野いちごの会
3/25〜30［休］会期中無し
横浜市岩間市民プラザ
☎337-0011 C-㉑
いちいち会「どげしちょなーね展」
3/19〜22［休］会期中無し［内容］島根県松江市第
四中学校昭和 33 年卒業生の作品展。絵画・写真・陶
芸等
第 16 回フォトクラブ写楽写真展 四季の彩り
3/24〜30［休］会期中無し［内容］四季折々の風景
や街の光景
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
神奈川区文化展「日本画・書道・工芸」
2/25〜3/2［休］会期中無し［内容］3/1( 日 )10 時〜
15 時お茶席あり
神奈川区文化展「手芸、華道、陶芸」
3/4〜9［休］会期中無し［内容］3/8( 日 )10 時〜15
時お茶席あり
第 30 回横溝教室合同写真展
3/10〜15［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の生徒展
第 76 回宮墨展
3/12〜15［休］会期中無し［内容］神奈川大学書道
部による作品展
第 4 回みなと墨画展 ‑ 現代水墨・墨彩画の作品展 ‑
3/17〜23［休］会 期 中 無 し［内 容］NHK 文 化 セ ン
ターランドマーク横浜教室の生徒 15 名の作品展
第 7 回みずき会水彩画展
3/18〜23［休］会期中無し［内容］透明水彩風景画。
会員 25 名の約 60 点
第 4 回ヨコハマ野外スケッチ会展覧会
3/24〜30［休］会期中無し
輝楽絵 ‑ 気楽に楽しんで輝けたらいい絵（かい）?‑
3/31〜4/6［休］会期中無し［内容］墨と 12 色の顔
彩を混色し、紙の白さを生かして描く技法
第 17 回面寿会能面展 ‑ 設立 28 周年の集大成をご
覧ください ‑
3/31〜4/6［休］会期中無し
横浜市港南区民文化センター ひまわりの郷
☎848-0800 C-㉒
多田正司 写真展「蛇抜けの恐怖」
2/26〜3/4［休］会期中無し［内容］2014 年 7 月に
起きた長野県南木曽町の土石流の惨状を撮影

