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］
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。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
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
青葉デジタルフォトクラブ
（全日写連あざみ野支部）
展
4/6〜12［休］会期中無し［内容］風景・スナップ等。
A3 でプリントした作品約 500 点
布のアトリエ・英伊子 A・La・すてき展
4/8〜12［休］会期中無し［内容］パッチワーク等の
壁掛け・Bag・小物類。約 150 点
hilo ハーダンガー刺繍作品展 with deuxR
4/15〜19［休］会期中無し［内容］様々なカウント
ステッチ約 400 点。ワークショップも連日開催
第 37 回爽画展
4/20〜26［休］会期中無し［内容］日々の出来事、季
節のうつろい、夢等、わかりやすく自由な絵の発表
会。約 100 点
第 8 回田園写友会写真展
4/28〜5/3［休］会期中無し［内容］各自の感性によ
る感動した瞬間の作品。約 50 点
しんえいフォトクラブ 第 16 回写真展
4/28〜5/3［休］会期中無し［内容］モノクロ写真を
中心とした約 60 点
6 人展 print works
4/29〜5/3［休］会期中無し［内容］版画・写真・立
体等。約 100 点
横浜市吉野町市民プラザ
☎243-9261
如月会絵画展
4/10〜12［休］会期中無し［内容］水彩

C-㉖

☎311-5111

美の予感 2015
4/8〜14［休］会期中無し［内容］日本画・洋画

ギ ャ ラ リ ー

田沼春二 作陶展
4/15〜21［休］会期中無し
中野童男展
4/15〜21［休］会期中無し［内容］陶芸

め ぐ り

大樋年雄展
4/22〜28［休］会期中無し［内容］陶芸
藤原敬介 作陶展
4/29〜5/5［休］会期中無し
佐藤正和 彫刻展
4/29〜5/5［休］会期中無し
横浜馬車道アートギャラリー
第 23 回神奈川淡彩画会展
4/16〜21［休］会期中無し

☎662-3111 A-

b3

2015 年

横浜美術館
☎221-0300 A- b2
企画展「石田尚志 渦まく光」
3/28〜5/31［休］木曜［内容］現代美術および映像
の領域で大きな注目を集める石田尚志の初の大規模
個展。過去 20 年間の代表作に新作の映像インスタ
レーションを加えた約 30 作品に、パフォーマンス
や上映会などの多彩な関連イベントも交えて、その
創作活動を俯瞰する

4

月号

横浜市民ギャラリーの収蔵作品を毎月紹介します

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
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

ら行

友墨会展
4/28〜5/3［休］会期中無し［内容］水墨画
横浜髙島屋美術画廊
髙垣 篤 作陶展
4/1〜7［休］会期中無し

藤井 蓮展
4/1〜7［休］会期中無し［内容］日本画

横浜

や行

A-

リーブギャラリー
☎253-7805 A加藤和義展
4/6〜12［休］会期中無し［内容］油彩・水彩

b3

中島千波《石割桜》
1993 年／リトグラフ／ 48.3×62.3cm

さくら展
4/20〜26［休］会期中無し［内容］油彩・水彩

横浜市民ギャラリー展覧会情報
3/31〜4/6
第 39 回絵の仲間光彩会展［3FA］
［主催］絵の仲間光彩会［内容］水彩。約 150 点
第 18 回神奈川書友展［3FB］
［主催］神奈川書友くらぶ［内容］軸物・額・帖物等。80
〜90点
第 35 回カルデラ展［2F］
［主催］カルデラ会［内容］油彩。約70点
4/7〜4/13
公募 第 32 回みずゑ展［3F］
［主催］爽蒼美術協会［内容］絵画
第 12 回 神奈川・県民写真サークル合同展［2F］
［主催］神奈川・県民写真サークル［内容］課題「わた
しの神奈川」
・自由作品・手作り写真集
第 2 回パッチワーク作品展［1F］
［主催］
キルトサークル優
［内容］
タペから小物含む約
120 点
4/14〜4/19
第 7 回金美協展［3F］
［主催］金沢区美術協会［内容］絵画
第 32 回現代かながわ美術展［2F］
［主催］現代かながわ美術協会［内容］油彩・水彩・彫
刻・陶芸・染織・漆・能面等。約 80 点

●ホームページで作品解説をご覧いただけます

※会期・時間等は事前にご確認ください

今号より巻末で横浜市民ギャラリーの
展覧会情報をご紹介します。

4/14〜4/19
レ・コパン展［1F］
［主催］レ・コパンの会［内容］油彩
4/21〜4/27
第 37 回浜美術連盟絵画展［3F］
［主催］浜美術連盟［内容］油彩・水彩・パステル。約
160 点
GlassFlow玉田ガラス工房作品展［2FA］
［主催］GlassFlow 玉田ガラス工房［内容］吹きガラ
ス教室の生徒及びスタッフによる約 200 点
第 19 回清彩会水彩画展［2FB］
［主催］清彩会［内容］水彩。約 40 点
点の解展［B1F/1F］
［主催］点の解［内容］油彩・版画・立体・彫刻・イン
スタレーション。50 点
4/29〜5/4
第 82 回県展 ( 公募 )［B1F/1F/2F/3F］
［主催］神奈川県美術家協会［内容］油彩・日本画・水
墨画・版画・水彩画・工芸・彫刻・立体・写真・ドラ
マチックアート・ジュニア等。約 850 点

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。
（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 2015 年 2 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。

あ行
Art Araq Asia Gallery（AAA Gallery）

☎664-3907 A-① b5

Train-Train 展 vol.8
4/4〜10［休］4/7［内容］鉄道好きによる写真・イ
ラスト
堀口 剛 個展
4/4〜10［休］4/7［内容］新幹線を撮りつづけた集
大成

Hanami Exhibition 展
4/11〜17［休］4/14［内容］桜がテーマの写真・イ
ラスト・絵画
横山賢二 個展
4/11〜17［休］4/14［内容］桜の風景の写真
ふりはたあきた初個展『はじめての個展』
4/11〜17［休］4/14［内容］地元の風景を描いた油彩
AAA 春のかみまつり
4/18〜24［休］4/21［内容］切り絵
池田舞子 個展
4/18〜24［休］4/21［内容］切り絵
えろてろ展
4/25〜5/1［休］4/28［内容］エロティックアート
アマニ 個展
4/25〜5/1［休］4/28［内容］可愛らしさの中に毒
が潜むイラスト
黒美 個展
4/25〜5/1［休］4/28［内容］エロティックで大人
な雰囲気の鉛筆画
art Truth
☎263-8663 A-⑥ b5
野坂衣織・さいとうようこ 二人展 ‑ カラフル・スプ
リング ‑
4/1〜6［休］会期中無し［内容］アクリル画・立体オ
ブジェ
小山ゆうこ 個展
4/8〜13［休］会期中無し［内容］テンペラ画
版画グループ展
4/15〜20［休］会期中無し
萩谷光子 個展
4/22〜27［休］会期中無し［内容］油彩・アクリルの
抽象画
Art Baboo146
☎228-8146 A-⑦ b4
陰湿・陽気展
3/21〜4/3［休］3/31［内容］企画展。オールジャンル
Ray Tanaka 展
4/4〜10［休］4/7［内容］写真
PHaT PHOTO 写真教室 横浜 14B 写真展「365 日」
4/11〜17［休］4/14［内容］企画展
まるちゃん企画「3 時のおやつ展」
4/11〜17［休］4/14［内容］企画展。オールジャンル
HENTAI FESTA
4/25〜5/1［休］4/28［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］洋画家 10 名
による油彩・水彩・パステル約 30 点
☎680-4033
1010 美術 1010Art Gallery
ロコサトシ展 ” Wings”
4/11〜26［休］4/15、22［内容］ミックスメディア。
爾麗美術共催

エリスマン邸
☎211-1101 A-⑫ b5
みなとみらいフォトサークル写真展 2015
4/1〜6［休］会期中無し
まちなか観察写真展
4/9〜14［休］会期中無し

陶芸教室十色作品展
4/23〜28［休］会期中無し

ギャラリーダダ
湘風会洋画小品展
4/1〜7［休］会期中無し

☎461-1533

A-㉛

さ行

10 人 10 色の絵の具箱展
4/8〜14［休］会期中無し［内容］油彩

3D アートシャドウボックスとガラスアート
4/29〜5/4［休］会期中無し
大佛次郎記念館
☎622-5002 A-⑬ b5
平成 27 年度テーマ展示Ⅰ 磯貝宏國コレクション
vol.1 鞍馬天狗ワンダーランド - 映画のたのしみ
3/19〜7/12［休］月曜（祝日の場合は翌日）
［内容］
映画ポスターからメンコまで、選りすぐりの映画関
連資料を初公開

か行
神奈川近代文学館
☎622-6666 A-⑭ b5
没後 50 年 谷崎潤一郎展 ‑ 絢爛たる物語世界 ‑
4/4〜5/24［休］月曜（祝日の場合は開館）
［内容］谷
崎の『永遠女性』
̶妻・松子へあてた膨大な書簡など
の新資料を中心に、芸術に生涯を捧げた文豪の足跡
をたどる
ガレリア セルテ
☎651-5471 A-⑲ b3
第 16 回グルッポピーノ水彩画展
4/5〜11［休］会期中無し
第 12 回國島展夫 作品展
4/20〜26［休］会期中無し［内容］油彩等
Gallery ARK
☎681-6520 A-㉓ c4
梅野顕司展
4/2〜11［休］4/5［内容］水彩等
花の饗宴展
4/16〜25［休］4/19［内容］油彩等
ギャラリーかれん
☎543-3577 B-⑥
アトリエローザ帽子展
4/6〜11［休］会期中無し［内容］宮坂えり子の作品

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

依田紀子 水彩画展
4/8〜14［休］会期中無し［内容］国内外の風景
泉心会書展
4/15〜21［休］会期中無し

そごう美術館
☎465-5515 A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

森秀代 油絵展
4/22〜28［休］会期中無し［内容］人物・風景
植田穂積 水彩画展
4/29〜5/5［休］会期中無し
田中喜芳 作品展
4/29〜5/5［休］会 期 中 無 し［内 容］シ ャ ー ロ ッ ク
ホームズゆかりの作品
GALLERY hide&seek
☎439-3951 B-⑩
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
ぬくもり手作り展
4/6〜9［休］会期中無し［内容］レザークラフト他ア
クセサリー
gallery fu
☎070-6429-8597 A-㉔ c5
fu's 2nd anniversary archive
4/3〜19［休］月曜［内容］オープン 2 周年記念。こ
の 2 年間に開催した展覧会の作品を展示
ギャラリーミロ
☎251-5229 A-㊲ c3
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

楽々手作りの会展
4/13〜18［休］会期中無し［内容］手作り服・袋物等

安斎彩子 記念油彩展
4/6〜12［休］会期中無し［内容］亡母・彩子を偲ぶ
娘主催

藍染展
4/20〜25［休］会期中無し［内容］佐藤文子の作品

宮部 隆 水彩画展
4/13〜19［休］会期中無し

陶器展
4/27〜5/2［休］会期中無し［内容］吉田博子の作品

鵜塚由起子 個展
4/20〜26［休］会期中無し［内容］パステル

ギャラリー KAN
☎641-4751 A-㉗ c4
風薫る五月「春の創作展」
4/21〜5/3［休］4/27［内容］物作りする人 10 人の
集まり。パステル画・とんぼ玉・和の小物・裂織りの
bag・ブリザーブドフラワー等
C-⑥

ギャラリー伽羅
☎842-1428
手作りきゃら SHOP
3/31〜4/25［休］日曜・月曜［内容］着物リフォー
ム服・服地服・バック・パッチワーク小物・ブローチ・
ポーチ・アクセサリー等
ギャラリーこやま
☎545-1105 B-⑦
‑ 書を楽しむ ‑ 第 13 回青新書道会習作展
4/1〜7［休］会期中無し［内容］村井勝岳・萩原桂泉・
阿部結花・村井綾ら 16 名による茶掛・軸・色紙・パ
ネル・手紙文・卓上の書等 35 点
押し花・グラスアート展
4/11〜17［休］会期中無し［内容］山本百合恵ら 12
名による額絵・写真立て等の小物他
絵画展
4/21〜27［休］会期中無し［内容］油彩・水彩 20 点
ぎゃらりー彩光
☎681-0768 A-㉘ b3
サロン・ド・プランタン展
4/1〜7［休］会期中無し［内容］油彩
花工房パンアートコレクション展
4/8〜14［休］会期中無し
彩 13 洋画展
4/16〜21［休］会期中無し
本間亮次展
4/22〜28［休］会期中無し［内容］油彩

書華展
4/30〜5/6［休］会期中無し［内容］かなを中心とし
た書道展

「イメージの魔術師」と呼ばれた絵本作家 エロール・
ル・カインの魔術展
4/25〜5/17［休］会期中無し［内容］イギリスを代
表する絵本作家の首都圏初の大規模展。絵本原画
150 点のほか、未使用原画、アニメーション原画、初
版本など、濃密な美しさを湛えた作品の数々を展覧

た行
鶴見画廊
☎584-7208 B-⑱
寿楽彩展
4/15〜20［休］会期中無し［内容］水彩。グループ展
山崎洋子展
4/22〜28［休］会期中無し［内容］日本画

な行
爾麗美術
☎222-4018 A兵藤和男 遺作展
3/28〜4/5［休］3/31［内容］ドローイング

ロコサトシによる ロコサトシ展
4/11〜26［休］4/15、22［内容］自選による画廊で
の 10 数年ぶりの作品展。1010 美術共催

は行
FEI ART MUSEUM YOKOHAMA

☎411-5031

A-

和を紡ぐ ‑ 和紙 ‑ 展
4/7〜26［休］月曜［内容］日本画家に和紙に描いて
もらい、使い方、魅力、美しさを知っていただく企画。
会期中、和紙職人によるワークショップを開催

笹瀬みどり 個展
4/20〜26［休］会期中無し［内容］油彩
小山大輔展
4/27〜5/3［休］会 期 中 無 し［内 容］日 本 画。東 京・
横浜を中心に活躍する、埼玉県在住の若手作家
ギャラリー元町
☎663-7565 A-㊳ c5
牧野永美子展
3/31〜4/5［休］会期中無し［内容］彫刻オブジェ
石井洋平展
4/7〜12［休］会期中無し［内容］ガラス

☎222-2828
放送ライブラリー
岩合光昭写真展「どうぶつ家族」
2/27〜4/5［休］月曜（祝日の場合は翌日）
［内容］い
のちを育む大自然を舞台に、野生動物の一瞬の輝き
を撮り続ける動物写真家・岩合光昭氏。世界中で生
きる多様な動物たちの姿をはじめ、生命の循環・つ
ながりをテーマに、写真作品約 120 点を紹介。
同時開催：特別上映会『岩合光昭の世界ネコ歩き』

ま行

岡部哲平・光行洋二展
4/14〜19［休］会期中無し［内容］ガラス
おおさわようすけ展
4/21〜26［休］会期中無し［内容］絵画
ギャラリー Lei OHANA
☎941-6169 B-⑬
うさとの服展
4/11・12［休］会期中無し［内容］手紡ぎ・手織り・
草木染の服
☎664-3917 A-㊵ b4

ギャルリーパリ
高瀬ゆり展
3/23〜4/4［休］3/29［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
清水梢太郎展
4/7〜15［休］会期中無し［内容］ドローイング
クロス・パティオ 緑のギャラリー ☎223-2621 Aばら写真展 I Love Roses 2015
4/17〜22［休］会期中無し

b4

a2

フラウ展
4/13〜19［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・版画等
臼井太七 個展
4/20〜26［休］会期中無し［内容］水彩約 30 点

や行

次世代の華道家達による草月いけばな展
4/11・12［休］会期中無し
墨と共に（古稀記念の書）
4/16〜21［休］会期中無し

b5

第 15 回保土ケ谷美術展
4/14〜19
［休］
会期中無し
［内容］
油彩・水彩・日本画・
水墨画・版画。保土ケ谷美術協会会員の作品 17 点

布ぞうり・リボンレイ・キルト・茶箱展
4/30〜5/5［休］会期中無し

横浜市神奈川区民文化センター かなっくホール

山手 111 番館
☎623-2957 A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

b5

hopeful 土とたわむれる３人展
4/11・12［休］会期中無し［内容］陶芸

第 27 回あすなろ写真展
4/7〜13［休］会期中無し

ファゴッティング作品展
4/17〜22［休］会期中無し［内容］レース作品

第10回若葉会展‑四季折々の花、風景等水彩で描く‑
4/7〜13［休］会期中無し［内容］水彩スケッチ約 60
点。横浜周辺から関東近県までの四季折々の風景

小野麻子展 ‑ 絵画 ‑
4/24〜29［休］会期中無し［内容］日本画
☎201-2100 A-

横浜開港資料館
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
横浜開港資料館平成 27 年度第 1 回企画展示
異国の面影 ‑ 横浜外国人居留地 1895
4/22〜7/12［休］月曜（5/4 は開館）
、5/7［内容］幕
末から明治後期まで存在した外国人居留地を源流と
する横浜山下町。一枚の地図を読みときながら、
120 年前の横浜へ、タイム・トラベル
横浜画廊 元町店
☎681-0177 A二人展
3/27〜4/1［休］会期中無し［内容］平面・陶芸

b5

てこてこ展
4/3〜8［休］会期中無し［内容］美大生の女性グルー
プ展
横浜市旭区民文化センター サンハート

☎364-3810

第 17 回写真展 希望が丘写真クラブ
3/31〜4/6［休］会期中無し

C-⑰

C-⑲

アートフォーリビング 12th
4/8〜13［休］会期中無し［内容］リビングルームに
飾るために製作した絵画

鎌倉彫同好会
4/2〜6［休］会期中無し

☎750-2393

第 8 回彩希会展
4/14〜19［休］会期中無し［内容］水彩
第 4 回豊栄会文化祭
4/21〜26［休］会期中無し［内容］絵画・写真・書道・
陶芸・手工芸等
第 6 回悠遊スケッチ会絵画展
4/21〜27［休］会期中無し［内容］水彩等
第 21 回彩菱会作品展
4/28〜5/3［休］会期中無し［内容］絵画・写真・工
芸品
百瀬研勢「おんめさまの花暦」写真＆詩展 ‑ 鎌倉、大
巧寺で大切に育てられる草花たち ‑
4/29〜5/4［休］会期中無し［内容］季節の花たちの
写真と詩
横浜市栄区民文化センター リリス

☎896-2000 C-㉓
第10回「星からの遺産」展‑和乎爾のエナジーアート‑
4/23〜29［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

横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール
21 世紀の会展 春夏秋冬を描く
4/2〜7［休］会期中無し［内容］風景や静物

B-㉔

アイディアはがき ファッション展
4/11・12［内容］手作りはがき

☎805-4000 C-⑱
香葉会押花 40 周年展「四季の彩り」
4/17〜19［休］会期中無し［内容］花に誘われ・花と
語らい・四季折々の草花や万葉集に詠まれた植物を
押し花にした作品

横浜市磯子区民ホールギャラリー

第 1 回気楽写友会写真展 ‑ 人生、仲間と写真がある ‑
4/14〜19［休］会期中無し

☎511-5711

横浜市泉区民文化センター テアトルフォンテ

☎771-1212

☎440-1211 B-㉓
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

陶・咲樂工房教室展
4/3〜7［休］会期中無し［内容］陶芸

横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場

みつい画廊
☎261-3721 A- c3
中村好至惠・古川茂子 二人展
3/23〜4/5［休］会期中無し［内容］水彩・日本画・
土器・埴輪

山手 234 番館
☎625-9393 A松寿会スケッチと散策同好会
4/2〜7［休］会期中無し［内容］水彩

羽笛・花のギャラリー
4/23〜28［休］会期中無し［内容］絵画

C-⑳

個展 礒健 写真展（旅そして感動）
4/17〜19［休］会期中無し
鶴見デジタルフォトスクール第 3 回写真展
4/20〜26［休］会期中無し［内容］日本や海外で撮
影した写真 42 点
鶴見・絵の愛好会発表会
4/27〜30［休］会期中無し［内容］水彩・日本画
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ

☎866-2501 C-㉔
横浜市技能文化会館
横山・近藤水彩画教室 作品展 2015
3/31〜4/6［休］会期中無し［内容］風景・静物・人
物等約 75 点

土筆書道会
4/8〜13［休］会期中無し

第 23 回戸塚フォトクラブ写真展
4/7〜12［休］会期中無し［内容］ネイチャー・風景・
スナップ・人物等

ダ・ヴィンチ会
4/15〜21［休］会期中無し［内容］絵画

第 15 回遊友展
4/7〜13［休］
会期中無し
［内容］油彩・水彩・日本画等

MINT HOUSE
4/23〜29［休］会期中無し［内容］3D アート・シャ
ドーボックス

第 32 回エターナル・アートモザイク展
4/16〜20［休］会期中無し

横浜市岩間市民プラザ
☎337-0011
第 20 回かもがわ絵画教室作品展
4/7〜12［休］会期中無し［内容］油彩等

C-㉑

第 1 回 YS ボタニカルアート教室作品展
4/22〜27［休］会期中無し［内容］植物画
三彩会展（水彩）
4/28〜5/4［休］会期中無し

