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ホームページでも情報公開 !
http://ycag.yafjp.org/

小島功《石けん事始》
1978年／インク、水彩、紙／ 73.0×102.0cm

●ホームページで作品解説をご覧いただけます

小島功氏（1928年東京生まれ、漫画家）は、
2015年 4月 14日に逝去されました（享年 87）。

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?
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。
「アートヨコハマ」（市民ギャラリーの情報誌、年3回発行）「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2015年4月15日現在のものです。）　
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ギャラリー

横浜市吉野町市民プラザ ☎243-9261 C-㉖
梨の会展
6/2～7［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・版画。
約60点
第21回フォトサロン97 写真展
6/9～15［休］会期中無し［内容］ネイチャー・スナッ
プ・抽象等
FCフォト写真展
6/17～22［休］会期中無し［内容］四季折々の風
景等
第44回書画小品展
6/25～28［休］会期中無し［内容］文化書道神奈川
県連合会の恒例書画展
横浜都市発展記念館 ☎663-2424 A-82 b4
戦後70年 時計屋さんの昭和日記
4/25～6/28［休］月曜［内容］横浜の時計屋さんの
日記をもとに、激動の時代の横浜-戦時下、空襲、戦
後混乱期-を、一青年の視点から再現 
横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A-85 b3
第10回梅野会美術展
6/4～8［休］会期中無し［内容］絵画
横浜みなと博物館 ☎221-0280 A-88 b2
帆船日本丸公開30周年記念 帆船日本丸と海洋教育展
4/25～6/14［休］月曜［内容］帆船日本丸を中心に、
主に小学生を対象に行われている海洋教育の活動と
海洋教育の重要さ、楽しさを紹介
吉田町画廊 ☎252-7240 A-91 c3
さすらいの洋画展
6/1～6［休］会期中無し［内容］銀座・ゆう画廊と吉
田町画廊を巡回
さすらいの立体展
6/8～13［休］会期中無し［内容］銀座・ゆう画廊と
吉田町画廊を巡回
草炎会
6/22～28［休］会期中無し［内容］日本画
永井元治 個展
6/29～7/5［休］会期中無し［内容］洋画

横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ 
 ☎866-2501 C-㉔
第49回白のつどい展（読売文化センター高間教室
発表展示会） 
5/26～6/1［休］会期中無し［内容］10数名。油彩中心
写真クラブどんぐり 第16回写真展
6/2～8［休］会期中無し［内容］戸塚を中心に活動し
ている「どんぐり」会員の作品展 
第5回いきいき作品展
6/10～14［休］会期中無し［内容］高齢者の作品展 
和紙ちぎり絵作品展
6/10～15［休］会期中無し［内容］ユネスコ無形文
化遺産登録の和紙の魅力で表現
恒陽彩会舞岡グループ 水彩画展
6/17～21［休］会期中無し［内容］四季の風景、彩り
を表現
湘南木の実会 木彫展
6/19～21［休］会期中無し［内容］木彫でつくるイ
ンテリア。体験講座有
ヨコハマセブンフォト 2015写真展
6/23～28［休］会期中無し［内容］ネイチャーから
心象的作品まで
横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-㉖
ショーケースギャラリー 橋本典久 展「鏡の中の箱」
4/11～6/28［休］5/25、6/22［内容］新進アーティ
ストを紹介するシリーズ2015年度第一期。昨年か
ら取り組んでいる横浜市所蔵カメラ・写真コレク
ションのカメラを活用した新シリーズを展示
山路千鶴子つるし雛教室 第6回作品展示会
5/28～6/6［休］会期中無し［内容］古布・絹布で作
る細工物。200本ものつるし飾りを中心とした様々
な作品300点
第37回花紅会展（水墨南画展）
6/2～7［休］会期中無し［内容］南画家・岩﨑女史が
主宰・指導する団体の合同発表会。約80点
第1回悠遊の会展
6/8～14［休］会期中無し［内容］墨彩と書。約100点
爽やかニット展Ⅳ -手編みの世界へ-
6/8～14［休］会期中無し［内容］約100点
IKEBANA 花下侶 かかろ
6/19～21［休］会期中無し［内容］花展開催25周年
のお祭。約30～40点
幻想夏・石岡梢宝絵画・書道展、絵画教室展
6/26～28［休］会期中無し［内容］書・絵画。約80点

リーブギャラリー ☎253-7805 A-93 b3
ふくろう会デッサン展
6/1～7［休］会期中無し
竹澤寛治展
6/15～21［休］会期中無し［内容］水彩
第３回青空水彩画展
6/22～28［休］会期中無し
松本祐展
6/29～7/5［休］会期中無し［内容］皮創作・水彩

横浜市民ギャラリーの収蔵作品を毎月紹介します

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/

5/27～6/1
第38回ヨコハマ日曜画家展 ［B1/1F/2F/3F］
［主催］NPO法人横浜美術友の会・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）［内容］
日頃大きな会場で発表する機会の少ない絵画愛好家
のための作品公募展
6/2～6/8
第55回アーネスト美術展 ［3A］
［主催］アーネストクラブ［内容］油彩・日本画・水彩・
立体等約50点
横浜カメラクラブ(YCC)写真展 ［3B］
［主催］横浜カメラクラブ(YCC)［内容］モノクロ・
カラー。一人2点以上を目標に展示
第19回偶然展 ［2F］
［主催］グループ偶然［内容］洋画・日本画・版画・立
体彫刻約50点。
第37回やまゆり会和紙ちぎり絵作品展 ［1F］
［主催］山ゆり会［内容］約70点
6/9～6/14
第46回神奈川二紀展［B1/1F/2F/3F］
［主催］一般社団法人二紀会神奈川支部［内容］油彩・
彫刻約90点・委員会員の小品・中品・彫刻約17点
6/16～6/22
第18回中美神奈川展 ［3F］
［主催］中央美術協会神奈川支部［内容］油彩・日本画・
水彩・水墨画等約70点

6/16～6/22
第50回光風会神奈川支部記念展 ［2F］
［主催］光風会神奈川支部［内容］油彩を中心に、水彩・
版画等約40点
第27回こうなん綜合美術展 ［1F］
［主催］こうなん文化交流協会・美術部会［内容］油彩・
水彩・水墨画・割箸絵・木版画・書・篆刻・手工芸等
約120点
6/23～6/29
第46回彩象展 ［3F］
［主催］彩象美術協会［内容］日本画・油彩・水彩等約
140点
第55回記念港の作家展(創立45周年記念展)
 ［1F/2F］
［主催］港の作家美術協会［内容］油彩を中心に、日本
画・水彩画・版画等約80点
第46回湘風展 ［B1］
［主催］湘風会［内容］油彩約60点
6/30～7/6
第39回神奈川独立美術展 ［1F/2F/3F］ 
［主催］神奈川独立美術の会［内容］神奈川県在住(一
部他府県)の独立展出品者約50名による、油彩を中
心とした平面作品(一部半立体)約100点
東京工業大学写真研究部「七月展」 ［B1］
［主催］東京工業大学写真研究部

横浜市民ギャラリー展覧会情報 ※会期・時間等は事前にご確認ください
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せんたあ画廊 ☎662-2937 A-50 b3
田淵安一 水彩展
6/1～10［休］会期中無し
牧 利保 作品展
6/22～30［休］会期中無し［内容］油彩中心。日本の
四季の風景
そごう美術館 ☎465-5515 A-52
那波多目功一展 清雅なる画境
5/23～6/21［休］会期中無し［内容］7年ぶりの大
回顧展。再興院展・春の院展出品作を中心に、初期か
ら近作まで70点を展覧
そごう横浜店美術画廊 ☎465-5506 A-53
堀田高 油絵展
6/2～8［休］会期中無し
神山玄 日本画展
6/2～8［休］会期中無し
佐藤秀人 油絵展
6/9～15［休］会期中無し
磯部晶子 油絵展
6/9～15［休］会期中無し
茶の湯の系譜展
6/16～22［休］会期中無し
柳沢正人 日本画展
6/23～29［休］会期中無し
比翼の会
6/30～7/6［休］会期中無し［内容］日本画
谷路和博 ガラス工芸展
6/30～7/6［休］会期中無し

f.e.i art gallery ☎325-0081 A-63
阿部千鶴 日本画展
6/2～19［休］土曜、日曜［内容］動物や子ども、花な
ど日常の何げない一時を描いた日本画
松村 淳 ガラス展 -風景採集-
6/29～7/10［休］土曜、日曜［内容］記憶の中にあ
る風景の断片
FEI ART MUSEUM YOKOHAMA 
 ☎411-5031 A-64
女-その摩訶不思議な生きもの-
6/2～14［休］月曜［内容］版画・油彩・アクリル等。
変幻自在な「女」がテーマ

清水健太郎 バベルの末裔たち展
6/18～7/4［休］月曜［内容］油彩。約25点

Art Araq Asia Gallery（AAA Gallery）
 ☎664-3907 A-① b5
FANTASTIC FLOWER ART EXHIBITION in 
AAA Vol.2
6/6～12［休］6/9［内容］AAAがお花畑に変身!!花
を愛するアーティストのための展覧会
中村たかね 個展
6/13～19［休］6/16［内容］イラスト
夢々 個展
6/13～19［休］6/16［内容］イラスト
DOLL PARTY -Bitter&Sweet-
6/13～26［休］6/16、23［内容］一週目はゴシック、
二週目はファンタジーをイメージしたドール作品・
写真・イラスト
みるち 個展
6/20～26［休］6/23［内容］イラスト
サブカルJAPAN
6/27～7/3［休］6/29［内容］漫画・アニメ・アイド
ルといったサブカルチャーがテーマの展覧会
水野真以 個展
6/27～7/3［休］6/29［内容］絵画
Art Gallery 山手 ☎628-0267 A-④ b5
西川克己 個展 -町・いつかどこかで-
5/29～6/7［休］会期中無し［内容］訪れた町を取材・
記憶をもとに描いたアクリル・油彩・水彩

夏を彩る作品展 中尾真佐子、山下千鶴子、中沢しのぶ他
6/9～14［休］会期中無し［内容］マーブリング染め
衣類・ガラス・絵画等
伊庭壮太郎 個展
6/16～21［休］会期中無し［内容］心象風景を描い
た油彩画
金井温子 個展 -糸物語-
6/25～30［休］会期中無し［内容］糸とアクリル絵
具と木片で制作した作品
art Truth ☎263-8663 A-⑥ b5
丁子紅子・戸井田しづこ・星奈緒 3人展 ～思い思い
のプロフィール～
5/27～6/1［休］会期中無し
桃澤慶子 個展
6/3～8［休］会期中無し
高橋敏彦 漆展
6/11～21［休］6/16
瀧ケ崎千鶴 日本画展
6/24～29［休］会期中無し
Art Baboo146 ☎228-8146 A-⑦ b4
326個展
6/6～12［休］6/9［内容］イラストレーター326の個展
まるちゃん企画 童話のせかい展
6/13～19［休］6/16［内容］童話にまつわる作品
山崎真 カリブ写真展
6/13～26［休］6/16、23
ATELIER K・ART SPACE ☎651-9037 A-⑨ c4
三木祥子展
6/12～24［休］月曜［内容］布を使ったインスタレー
ション
1010美術 1010Art Gallery ☎680-4033
GEORGIA BORCIC ボーシック ジョージア展
6/13～23［休］水曜［内容］アクリル・ミックスメディ
ア・絵画
エリスマン邸 ☎211-1101 A-⑫ b5
福貴子と多摩子の姉妹展
6/19～21［休］会期中無し［内容］パッチワーク・陶
絵付け

パステル＆水彩で描く天使画作品展
6/22～27［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（祝日の場合は翌平日）［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

ギャラリー伽羅 ☎842-1428 C-⑥
第24回大矢健 油彩風景画展
6/2～7［休］会期中無し［内容］旅に出かけて心に感
じた風景。約20点
絵手紙と水彩画のふたり展
6/9～14［休］会期中無し［内容］山口雅子の絵手紙
遺作と武夫の水彩
手作りきゃらSHOP
6/16～7/4［休］日曜、月曜［内容］着物リフォーム
服・バッグ・パッチワーク小物・アクセサリー等
ギャラリーこやま ☎545-1105 B-⑦
椋の会 6月展 〈絵・七宝・陶〉
6/1～7［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・七宝等
約20点。掛川ふじ、島崎まり、吉永孝夫他
絵画作品展
6/11～17［休］会期中無し［内容］油彩・オイルパス
テル等23点。佐野ちぐさ、田所幸子、宮本峯子、安
田津奈子他
太田秀雄 油・水彩作品展
6/21～27［休］会期中無し［内容］静物・風景約25
点と小品10点
ギャラリー守玄齋 ☎201-7118 A-㉚ b3
第19回翠範会書展
6/11～16［休］会期中無し
第5回司波竹舟展
6/23～26［休］会期中無し
ギャラリーダダ ☎461-1533 A-㉛
柴崎敏子 油絵展
5/27～6/2［休］会期中無し
石川勝 水彩画展
5/27～6/2［休］会期中無し
日高徳子 水彩画展
6/3～9［休］会期中無し［内容］光と風の中に身をお
き、それを描き込む
高橋茂 ガッシュ画展
6/10～16［休］会期中無し［内容］心癒される花たち
三河くめ 水彩画展
6/10～16［休］会期中無し［内容］花や風景等
赤坂孝史 水彩画展
6/17～23［休］会期中無し［内容］国内外の風景等。
光を意識し独特のタッチで描く
河野悦子 水彩画展
6/17～23［休］会期中無し［内容］野に咲く花を独
特のタッチで表現
馬渕信彦 旅の素描展
6/24～30［休］会期中無し［内容］北海道から九州
まで旅で出逢った何げない風景。淡彩
細田正男海作品展
6/24～30［休］会期中無し［内容］油彩・抽象。「癒
しと活力」がテーマ 
gallery fu ☎070-6429-8597 A-㉔ c5
見る、触れる、感じるAFRICA
5/22～6/14［休］月曜［内容］アフリカのマスク・立
像・絵画（キスマサイ）・テキスタイル。カンガの着
付け体験やアフリカンセミナーも開催
Theme Time Art Show～ Episode2「TRIP」
6/23～28［休］会期中なし［内容］「旅」をテーマとし
た12点の作品
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神奈川近代文学館 ☎622-6666 A-⑭ b5
企画展「生誕130年没後50年 『銀の匙』の作家 中
勘助展」
5/30～7/20［休］月曜（祝日の場合は開館）［内容］
文壇と交わらず孤高の道を歩み、執筆を続けた作家・
詩人の中勘助（1885～1965）の文学と、知友の人
びととの交流の様子を数々の貴重資料によって紹介
常設展「文学の森へ 神奈川と作家たち 第1部 夏目
漱石から萩原朔太郎まで」
5/30～7/20［休］月曜（祝日の場合は開館）［内容］
日本がさまざまな矛盾を抱えながらも、欧米をモデ
ルに急速に近代化していった明治維新から関東大震
災まで―この時代を代表する夏目漱石から萩原朔太
郎まで、14人の作家をとりあげる
神奈川県立歴史博物館 ☎201-0926 A-⑱ b3
特別展「中世東国の茶-武家の都鎌倉における茶の
文化-」
4/25～6/21［休］月曜（祝日の場合は開館）［内容］
武家の都・鎌倉で花開いた中世東国の喫茶文化を
テーマとし、千利休以前の時代のさまざまな喫茶の
スタイルや道具を展示
ガレリア セルテ ☎651-5471 A-⑲ b3
木遊会展
6/1～7［休］会期中無し［内容］朝日カルチャー横浜
木版画教室の作品展
第16回紫陽花展
6/8～14［休］会期中無し
第9回アドレadorer展
6/15～20［休］会期中無し［内容］油彩
第14回油絵を楽しむ会展
6/22～28［休］会期中無し
爽蒼美術協会（みずゑ展）
6/29～7/5［休］会期中無し［内容］水彩・パステル
画廊 楽 ☎681-7255 A-㉒ c4
ハマの作家展
6/1～7［休］会期中無し［内容］油彩
日下部弘子 個展
6/1～7［休］会期中無し［内容］油彩
創生の輪展
6/8～14［休］会期中無し［内容］各公募団体を代表
する作家によるグループ展
輝翔展
6/8～14［休］会期中無し［内容］各公募団体の推薦
者による展覧会
堀野眞砂子 個展
6/15～21［休］会期中無し［内容］鎌倉彫
扇面展
6/15～21［休］会期中無し［内容］現代的な扇面
希展
6/15～21［休］会期中無し［内容］日本画
平本公男 個展
6/22～28［休］会期中無し［内容］油彩
三餘書展
6/22～28［休］会期中無し［内容］書画
上原さつき 個展
6/29～7/5［休］会期中無し［内容］油彩
Gallery ARK ☎681-6520 A-㉓ c4
関口雅文展
5/28～6/6［休］日曜［内容］油彩等
岡田高弘展
6/11～20［休］日曜［内容］油彩等
Gallery ARK20周年記念「猫のいる風景」展
6/25～7/4［休］日曜［内容］12名の作家による油
彩・水彩・パステル・鉛筆等の作品
ギャラリーKAN ☎641-4751 A-㉗ c4
布あそび「着物をリメイクした洋服展」
6/9～14［休］会期中無し［内容］5人のグループ展

か行

は行

みつい画廊 ☎261-3721 A-67 c3
第20回練の会展
6/1～7［休］会期中無し［内容］油彩・水彩等。約40点
矢野健勝 個展
6/8～14［休］会期中無し［内容］水彩。約40点
びいどろ会展
6/15～21［休］会期中無し［内容］絵画・写真・書道

ま行

山手234番館 ☎625-9393 A-72 b5
2nd I・S植物画サークル展
5/28～6/2［休］会期中無し［内容］ボタニカルアート
川﨑永子 ビーズ展 with Atelier Moet
6/19～22［休］会期中無し
和紙ちぎり絵作品展
6/25～30［休］会期中無し

や行

さ行

パステル細井グループ展
6/3～8［休］会期中無し［内容］細井まちこ先生指導
グループの作品展
池貴巳子 絵画展
6/11～22［休］6/16［内容］韓国、朝鮮の民画・イ
ラスト
真昼にも輝く星たち展
6/30～7/5［休］会期中無し［内容］洋画・日本画。
グループ展

ギャラリーミロ ☎251-5229 A-37 c3
イサオ マツノ 「僕のヨコハマ日記」
6/1～7［休］会期中無し［内容］鉛筆画・アクリル画・
エッセイ。懐かしくてオシャレなヨコハマの”ビジュ
アル日記”
科樹（シナノキ）会展
6/8～14［休］会期中無し［内容］木版画
サンハチ展
6/8～14［休］会期中無し［内容］油彩等。五島瑞絵・
大橋美和子の二人展

鶴見画廊 ☎584-7208 B-⑱
コスモス会展
5/27～6/1［休］会期中無し［内容］油彩。鶴見在住
の同好メンバーのグループ展

た行

日本郵船歴史博物館 ☎211-1923 A-55 b3
企画展「船ヲ解剖スル-谷井建三原画の世界-」
3/21～6/28［休］月曜（祝日の場合は翌平日）［内容］
精巧な画風で知られる船舶画家・イラストレーター
の谷井建三氏。同氏が得意とする船体断面図に焦点
をあて、現存する貴重な原画のうち約20点を公開。
船体側面図・歴史絵画・模型も展示。企画展特設コー
ナーでは船のぬりえに挑戦できる
日本新聞博物館 ☎661-2040 A-56 b4
一枚マンガのクールジャパン展-日本の良さ再発
見?! 
4/4～6/14［休］月曜［内容］ひとつの絵で世相を表
現する一枚（ヒトコマ）マンガ。 「今の日本＝クール
ジャパン」を、国内外で活躍する漫画家やイラスト
レーター30人が独自の視点で描く 
爾麗美術 ☎222-4018 A-57 b4
伊藤久三郎ドローイング展
6/6～21［休］6/10、17
小島素子展
6/27～7/5［休］7/1

川上四郎 写真展
6/15～21［休］会期中無し［内容］“最後の武蔵野”、
“女たちの日々”をテーマにした写真展
レ・パンソー展
6/22～28［休］会期中無し［内容］油彩・水彩等。広
田稔教室のグループ展
恵昇会 日本画展
6/29～7/5［休］会期中無し［内容］小島昇先生に学
ぶグループ展
ギャラリー元町 ☎663-7565 A-38 c5
竹花哲展
5/26～6/7［休］6/1［内容］彫刻
山本大裕展
6/9～14［休］会期中無し［内容］鉛筆画
林晃久展
6/16～28［休］6/22［内容］絵画
栗原瑠璃華展
6/30～7/5［休］会期中無し［内容］ガラス
ぎゃるりじん＆Chiyo’s ☎681-5900 A-42 c4
ぐるーぷ99
6/2～7［休］会期中無し［内容］アクリル等
三友周太 個展
6/16～28［休］会期中無し［内容］造形
ダバート
6/30～7/5［休］会期中無し［内容］アクリル等
ギャルリーぷち ☎251-5487 A-41 c3
手作りギャラリー
5/30～6/1［休］会期中無し［内容］アクセサリー・
小物・手芸品等
クロス・パティオ 緑のギャラリー ☎223-2621 A-68 a2
第10回パッチワーク・キルト展
6/4～7［休］会期中無し［内容］タペストリー・ベッ
ドカバー・その他小物
第5回はまゆう展
6/20～22［休］会期中無し［内容］草月流いけ花、柏
瀬草康社中展
生きもののつながりキャンペーンパネル展示
6/25～7/1［休］会期中無し［内容］様々な環境の取
り組みについて紹介
ゴールデンギャラリー ☎201-7118 A-45 b3
第42回清硯書展
5/28～6/2［休］会期中無し

な行

山手111番館 ☎623-2957 A-73 b5
Love Cats Vol.4 -猫の絵展（パステルと色鉛筆)-
6/19～24［休］会期中無し
陶恒房 作品展
6/26～7/1［休］会期中無し［内容］陶芸・パッチワーク
横浜開港資料館 ☎201-2100 A-75 b4
横濱外国人居留地1895 迷いこんだのは、120年前
の地図の中 異国の面影
4/22～7/12［休］月曜［内容］幕末から明治後期ま
で存在した外国人居留地。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 
横浜市旭区民文化センター サンハート
 ☎364-3810 C-⑰
第24回旭区水墨画公募展
5/26～6/1［休］会期中無し［内容］水墨画・墨彩画・
南画
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31回創美会展
6/3～7［休］会期中無し［内容］油彩を中心に中和田
小学校のコミュニティーで描いた作品展
横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場
 ☎771-1212 C-⑲
第五回群遊會書展
5/28～6/1［休］会期中無し［内容］漢詩・俳句等の
書作品
あじさい写真クラブ・写真展 
6/2～7［休］会期中無し［内容］テーマ作品「花また
は花風景」と自由作品
横浜市磯子区民ホールギャラリー
 ☎750-2393 C-⑳
あしたば
5/29～6/3［休］会期中無し［内容］絵画
パレットの会
6/5～10［休］会期中無し［内容］絵画
磯風の謡デイサービスセンター
6/12～17［休］会期中無し［内容］絵画・書・工作・
ちぎり絵
アート・クルー
6/19～24［休］会期中無し［内容］絵画
磯子写友会
6/26～7/1［休］会期中無し［内容］写真
横浜市岩間市民プラザ ☎337-0011 C-㉑
ときめき水彩画展
6/9～14［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
 ☎440-1211 B-㉓
21美術協会 神奈川支部展
6/2～8［休］会期中無し［内容］洋画の抽象、具象・
日本画・水彩等
アート仲間10人展
6/9～14［休］会期中無し［内容］石鹸アート「カー
ビング」作家を含む10人
第5回石井孝親 自然写真教室 合同写真展
6/9～14［休］会期中無し［内容］教室メンバーの合
同写真展と石井孝親のミニ写真展 
フォトサークルすだじい 第4回写真展 ～井の中の
蛙大海に挑む!!～
6/16～22［休］会期中無し［内容］“春夏秋冬”を捉
えた作品50点
第8回三水会展
6/16～22［休］会期中無し［内容］水彩・油彩・パス
テル等。約50点
第20回木曜会絵画展（神奈川県福祉美術会所属）
6/23～29［休］会期中無し［内容］油彩・水彩。神奈
川区神之木地区センターで渡部侃先生の指導を受け
る会員の作品展
瓢蟲社 昔姫・三人展
6/23～29［休］会期中無し［内容］写真研究グルー
プの同人女性三人による競作
第17回潤風会展(最終回) ～水彩画を中心として～
6/30～7/6［休］会期中無し［内容］故冨田潤先生を
偲ぶ元生徒たちによるグループ展
横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール
 ☎511-5711 B-㉔
月写真展
6/4～8［休］会期中無し［内容］月をテーマにした公募展

※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。

《月夜の塔》

花井サニー《vacant lot》2008年

眞田勇《Tronie (Black)》2015年


