横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール

☎511-5711 B-㉒
ぐるーぷ遊画 水彩画展
10/7〜13
［休］
会期中無し
［内容］
風景画・静物画・人物画
第 5 回光彩展
10/28〜11/1［休］会期中無し［内容］心象画・抽象
画・具象画。作家 14 名による作品展
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ
☎866-2501 C-㉒
第 8 回四季彩くらぶ はがき絵作品展
10/7〜12［休］会期中無し［内容］四季の草花、野菜、
風物詩等
横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-㉔
Fellow Art Gallery vol.18 尾崎文彦展
「むふふなカタチ」
7/26〜10/3
［休］
9/28
［内容］
障がいのあるアーティ
ストたちの作品を紹介する小ギャラリー展示。今回
は、町田のクラフト工房 La Mano（ラ・まの）で絵画
の制作活動に取り組んでいる尾崎文彦による猫や鳥
をはじめとした動物、果物、植物、時計や文具等を描
いたパステル画を紹介
ショーケースギャラリー 山田裕介展
9/26〜11/16［休］9/28、10/26［内容］黄金町アー
ティスト･イン･レジデンスに参加中の作家の個展
青葉合同絵画展
9/30〜10/11［休］会期中なし［内容］絵画グルー
プ 5 団体による合同展。約 400 点
Gallery in the Lobby「横浜市所蔵カメラ・写真コ
レクション プロトタイプ」
10/3〜25［休］会期中無し［内容］カメラが製品化さ
れるまで何度も制作されるプロトタイプ（試作品）と
実際の製品を通じて、開発者たちの試行の痕跡を探る
あざみ野コンテンポラリー vol.6
もうひとつの選択 Alternative Choice
10/17〜11/8
［休］
10/26
［内容］現在進行形のアートを紹
介するシリーズ展。今回は、新進の中国人作家2名を含
む国内外で活躍するアーティスト6人(青山悟、斎藤玲
児、友政麻理子、
凌宗権、
和田昌宏、
王坪)の作品を展示
横浜市吉野町市民プラザ
☎243-9261 C-㉔
フォト喜楽展
9/29〜10/4［休］会期中無し［内容］遠藤英夫先生
の指導で活動するグループの写真展
フォトドリーム展 2015
10/7〜12［休］会期中無し［内容］写真。出品者 39名
MOA 美術館 横浜市南区児童作品展
10/24・25［休］会期中無し［内容］南区内小学校の
児童画
横浜髙島屋美術画廊
☎311-5111 A青渕会 日本画展 9/30〜10/6［休］会期中無し
川尻 潤 作陶展 9/30〜10/6［休］会期中無し
陶美選抜展 10/7〜13［休］会期中無し
居島春生展 10/7〜13［休］会期中無し［内容］洋画

十七代 永樂善五郎展
10/14〜20［休］会期中無し［内容］陶芸
島田章三展 10/21〜27［休］会期中無し［内容］洋画
小澤一正展10/28〜11/3
［休］
会期中無し
［内容］
洋画
浅野 忠展10/28〜11/3［休］会期中無し
［内容］日本画
横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A- b3
ベンガルの大地を往く「大河流流」草間徹雄写真展
10/8〜13［休］会期中無し［内容］インド・アルナー
チャールからバングラデシュ・コックスバザールへ
第 25 回さわらび会水彩画展
10/15〜20［休］会期中無し
第5回イチイチ展10/22〜27
［休］
会期中無し
［内容］
絵画
第 35 回横浜能面展 10/29〜11/3［休］会期中無し
横浜美術館
☎221-0300 A- b2
企画展「蔡國強展：帰去来」
7/11〜10/18
［休］
木曜
［内容］
現代美術界で最も活躍し
ているアーティストのひとり、
蔡國強(ツァイ・グオチャ
ン、1957年中国生まれ）
の国内では7年ぶりとなる大
規模個展。上海で舞台美術を学んだ後来日して約9年
間東京ほかで創作活動を行った。その後アメリカ・
ニューヨークに拠点を移し現在に至る。本展では、日本
初公開となる代表作「壁撞き」
、大規模な火薬による平
面作品、テラコッタによるインスタレーション等を展示
横浜美術館コレクション展 2015 年度第 2 期
戦後 70 年記念特別展示「戦争と美術」
7/11〜10/18［休］木曜［内容］戦前日本の前衛芸
術運動は第二次大戦下、国家から弾圧されて途絶し
た。戦後、創作を再開した芸術家たちは、戦争という
重い経験を背負い、その影響を作品に投影し続けて
きたと言える。本展では、戦争の前後を生きた様々
な分野の美術家たちの創作を紹介するとともに、
ヨーロッパと日本における美術と戦争の関わりにつ
いて、写真・雑誌・書籍等の資料を交えて振り返る
横浜みなと博物館
☎221-0280 A- b2
企画展「愛すべき海辺の観光の今・昔」
10/10〜11/23［休］月 曜 (10/12・11/23 は 開 館 )
［内容］江戸時代の潮干狩りや風光明媚な海の景色
を楽しむことに始まり、明治以降の海水浴の普及、
そして現代のウォーターフロントの観光に至るま
で、海辺の観光は変化してきた。本展では、横浜周辺
を中心に、観光資源としての海辺の変遷を紹介
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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

ら行
リーブギャラリー
☎253-7805 A- b3
サイトウ良展
9/28〜10/11［休］9/30、10/7［内容］版画
第 27 回燦建展
10/12〜18［休］会期中無し［内容］関東学院大学工
学部建築学科ＯＢ
水彩工房教室展
10/19〜25［休］会期中無し
上原収二展
10/26〜11/1［休］会期中無し［内容］水彩・油彩

横浜市民ギャラリー展覧会情報
9/29〜10/5
第 11 回描の会展［3FB］
［主催］描の会［内容］油彩、水彩を中心に 30 号以下
約 60 点
第 28 回三軌会神奈川支部展［3FA］
［主催］三軌会神奈川支部［内容］油彩・水彩。100〜
130 号約 20 点、SM〜30 号約 20 点
第 5 回日本画院神奈川支部展［2FB］
［主催］日本画院神奈川支部 ［内容］日本画 4 号〜
150 号まで約 40 点
10/2〜10/18
ニューアート展 NEXT2015
田中千智展 I am a Painter［1F/B1F］
［主催］
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］新進気鋭の画家・田中千智
の個展。大型の新作と本の装丁原画や他ジャンルの
アーティストとのコラボレーション作品等多様な表
現を紹介
10/6〜10/12
太平洋神奈川同人展［3F］
［主催］太平洋美術会神奈川支部［内容］同人 70 名
の作品展。絵画・版画・彫刻約 140 点

横浜

や行

柳原良平《開港記念会館》
1978 年／ポスターカラー、紙／ 102.5×72.4cm

●ホームページで作品解説をご覧いただけます

A-b2 ※会期・時間等は事前にご確認ください

『卓』
（横濱陶藝倶樂部作陶展）
［2FB］
［主催］横濱陶藝倶樂部［内容］陶器作品
第 21 回金沢フォトクラブ写真展［2FA］
［主催］金沢フォトクラブ［内容］約 120 点
10/13〜10/18
え塾展［3F］
［主催］横浜美術学院 / え塾［内容］絵画
ワークショップ OM 会員作品展［2FA］
［主催］ワークショップ OM［内容］版画
第 25 回レザミ展［2FB］
［主催］レザミ展［内容］年に一度の絵画発表会
10/21〜10/26
第 55 回記念神奈川県女流美術家協会展
［B1F/1F/2F/3F］
［主催］神奈川県女流美術家協会［内容］油彩を中心に
水彩・日本画・版画・立体等 20号〜150号約 250点
10/27〜11/2
第 42 回神奈川独立書展・
（第24回神奈川県青少年毎
日書道展)［B1F/1F/2F/3F］
［主催］神奈川県独立書人団［内容］約 130 点、県内
小〜高校生作品約 1200 点

柳原良平氏（1931年東京生まれ。イラストレーター、画家、漫画家）は、
2015 年 8 月 17 日に逝去されました（享年 84）
。
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。
（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 2015.7 〜2016.6 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 8 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 2015.7〜2016.6 版」と連動しています。

あ行
Art Araq Asia Gallery（AAA Gallery）

☎664-3907 A-① b5

ばら企画「音展‑静と動‑」
9/26〜10/2［休］9/29［内容］
「音楽」や「音」がテー
マのグループ展。初日ミニライブ開催
アニマルアース ‑森の主人公‑
10/3〜9［休］10/6［内容］地球に住む生き物がテー
マ。どんぐりアート・ハンドメイド作品・パステル
の動物イラスト等
命の森
10/10〜16［休］10/13［内容］命が宿る神聖な森の
中の世界を感じる展覧会
すきたたか 個展
10/10〜16［休］10/13［内容］水彩。風景
小林悦子 個展
10/10〜16［休］10/13［内 容］木 を モ チ ー フ に し
た雑貨や版画作品等
yukitya 企画展「まばたきして、またたき。展」
10/17〜23［休］10/20［内容］絵画
こはくと浅野延子展
10/17〜23［休］10/20［内容］画家・こはくの初個
展。母の作品も一緒に展示
miraco 企画「まじょっこ展 第三話」
10/24〜30［休］10/27［内 容］
「魔 法 少 女」を テ ー
マにしたグループ展。イラスト・写真・フェイクス
イーツ作品等
櫻花＊mori no izumi 個展
10/24〜30［休］10/27［内容］色鉛筆・パステル画。
初日に色塗り教室もあり
ナツメミオ 個展「点と線」
10/24〜30［休］10/27［内容］イラスト・ハンドメ
イド作品
Y13B クラス展
10/31〜11/6［休］11/3［内 容］PHaT PHOTO 横
浜写真教室のクラス展
art gallery, on the wind
☎251-6937 A-③ c3
第 7 回アジアの華展 2015
10/3〜18［休］10/5〜9、10/12〜16［内 容］女 子
美術大学のアジアからの留学生による作品展
Art Gallery 山手
☎628-0267 A-④ b5
山中翔之郎個展 ‑パステルの中の動物たち‑
10/7〜13［休］会期中無し
版画四重奏 上杉雅臣・小木周一・白木ゆり・室町克代
10/15〜20［休］会期中無し［内容］木口木版・銅版画
キルトコートと陶器の家達展 吉岡弘子・中村典子
10/22〜27［休］会期中無し［内容］リバティー生地
で作ったキルトコートや小物、照明が入った陶器の家
山本真郎 陶展
10/29〜11/3［休］会期中無し［内容］灯・土鍋等
art Truth
☎263-8663 A-⑥ b5

柴山明子・外山文彦 2 人展
9/30〜10/5［休］会期中無し［内容］墨・水彩・アク
リルによる抽象画
夢我克 個展
10/8〜18［休］火曜［内容］油彩・オイルパステル
山岡みね 個展
10/21〜26［休］会期中無し［内容］水彩。犬や猫等
動物がモチーフ
坪井富佐乃 銅版画展
10/28〜11/2［休］会期中無し［内容］クジラやシャ
チ等海の生物がモチーフ
Art Baboo146
☎228-8146 A-⑦ b4

Japan in ink
10/10〜16［休］10/13［内 容］海 外 と 日 本 を 繋 ぐ
展覧会。音楽ライブもあり
まるちゃん企画「HALLOWEEN !」
10/24〜30［休］10/27［内 容］か ぼ ち ゃ に お 菓 子
におばけ！「ハロウィン」がテーマ
のもとひろこ 企画展
10/31〜11/6
［休］
11/3
［内容］
イラスト・アクセサリー
☎651-9037 A-⑩ c4
ATELIER K・ART SPACE
高島芳幸展
10/3〜16［休］月曜［内容］平面・インスタレーショ
ン等 10 点

五島三子男展
10/20〜11/1［休］月曜［内容］平面・インスタレー
ション 10 点
1010 美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑫ b4
横山和江 写真展
9/26〜10/10［休］水曜［内容］爾麗美術と共催
古井戸芳生 個展
10/17〜27［休］水曜［内容］平面・立体。アクリル・
ミックスメディア
エリスマン邸
☎211-1101 A-⑮ b5

太田美幸とこどもたち作品展
10/2〜5［休］会期中無し［内容］絵画
高宮水彩画教室展 10/8〜13［休］会期中無し
写真展〜海街日記 10/17〜22［休］会期中無し
あなたの表示が変わる ! パネル展示 +上映
10/26〜31［休］会期中無し
大佛次郎記念館
☎622-5002 A-⑯ b5
テーマ展示Ⅱ
「大佛次郎の愛した舞台‑バレエも、
歌舞伎も」
7/16〜11/8［休］月曜（祝日の場合は翌平日）
［内容］
生涯様々な分野の舞台に関わり続けた大佛次郎。新
劇運動に参加し劇作家を志した学生時代から、脚本
を手がけ国立劇場の理事を務めた晩年にいたるまで
の足跡をたどり、舞台人・大佛次郎の情熱を探る

か行
神奈川近代文学館
☎622-6666 A-⑰ b5
特別展「生誕 140 年 柳田國男展 日本人を戦慄せし
めよ―『遠野物語』から『海上の道』まで」
10/3〜11/23［休］月曜（祝日の場合は開館）
［内容］
日本民俗学の創始者・柳田國男 (1875〜1962) の87
年の生涯を概観し、幅広い読書体験、深い学識に支え
られた著作の魅力を探り、その現代性を見つめ直す
ガレリア セルテ
☎651-5471 A-㉒ b3
第 11 回アトリエ・コパン展
9/29〜10/4［休］会期中無し［内容］油彩
ぶどうの会展 10/5〜10［休］会期中無し［内容］油彩
5th Exhibition of October
10/11〜17［休］会期中無し［内容］現代工芸品
2014 第 34 回 釉美会展
10/19〜25［休］会期中無し［内容］七宝・彫金
M&Y Machida＆Yokohama 版画展
10/26〜31［休］会期中無し
画廊 楽
☎681-7255 A-㉕ c4
浜田正文 個展 9/28〜10/4
［休］
会期中無し
［内容］
油彩
木曜会展
10/5〜11［休］会期中無し［内容］平田教室生徒展
三井よし江展 10/5〜11
［休］会期中無し［内容］油彩
えんどう豆の会展
10/12〜18［休］会期中無し［内容］油彩・水彩
アズビル・YAMATAKE ART 展
10/19〜25［休］会期中無し［内容］油彩
絵彩の会展
10/26〜11/1［休］会期中無し［内容］油彩・水彩
Gallery ARK
☎681-6520 A-㉖ c4

彩美展 10/1〜10［休］日曜［内容］油彩等
笹井祐子展 ‑日々の彩り‑
10/15〜24［休］日曜［内容］油彩等。日々の絵日記
を切り取ったような作品
CD ジャケットアート展
10/29〜11/7［休］会 期 中 無 し［内 容］混 合 技 法。
アートと音楽とのコラボレーションを楽しむ
ギャラリー KAN
☎641-4751 A-㉙ c4
色無き風に誘われて「秋の創作展」
9/29〜10/11［休］10/5［内 容］8 名 に よ る 古 布・
材料・和の小物・クロッシェ・手編みのセーター・ベ
スト・パステル画・革の小物等。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・紬の
着物を洋服にリメイク・バッグ小物等。約 100 点
ギャラリー伽羅
☎842-1428 C-⑥
手作りきゃら SHOP
10/1〜31
［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・着物地ハギレ等
ギャラリーこやま
☎545-1105 B-⑥
𠮷永孝夫作品展 水彩画と陶画
10/1〜7［休］会期中無し［内容］風景・静物。23 点

高橋順子展
10/11〜17
［休］
会期中無し
［内容］
花や静物の油彩20点
長谷川雅子マーケタリー作品展
10/21〜27［休］会期中無し［内容］英国の寄せ木絵
（マーケタリー）25 点。花や風景
ギャラリー守玄齋
☎201-7118 A-㉜ b3

第 15 回大日本書芸院 横浜地区連合書道展
10/29〜11/3［休］会期中無し
ギャラリーダダ
☎461-1533 A-㉝
石黒幸子展
9/30〜10/6［休］会期中無し［内容］油彩・水彩。風
景・静物・人物等
斉藤道代 油彩画展
10/7〜13［休］会期中無し［内容］緑豊かな風景、可
憐な花等
若葉恵子 水彩画展
10/7〜13［休］会期中無し［内容］紙の白を生かし
て描く透明水彩画
三人展
10/14〜20［休］会期中無し［内容］昔の職場仲間 3
人による写真・陶芸・油彩
山本美穂子 水彩画展
10/14〜20［休］会期中無し［内容］国内外の風景
「あゆみ会」作品展
10/21〜27［休］会期中無し［内容］油彩
太田栄子 水彩画展
会期中無し
［内容］
花や国内外の風景
10/21〜27
［休］
笹倉貫聖 アクリル画展
10/28〜11/3［休］会期中無し［内容］現代に忘れ
去られがちな夢とユーモア
高宮あけみ 水彩画展
10/28〜11/3［休］会期中無し［内容］身近な風景、
静物、花等
GALLERY hide&seek
☎439-3951 B-⑧
大西二人展
10/3〜8［休］会期中無し［内容］革細工・版画
黒川 淳 陶のあかりと器展
10/15〜20［休］会期中無し［内容］箱根の自然の光
や造形から生み出されたあかりや器
ギャラリーぴお
☎681-5122 A-㊱ b3
爽蒼美術協会 みずゑ秋季展
10/8〜13［休］会期中無し［内容］水彩・パステル画
第 28 回しゅのんそー展 佐藤やすしこ展
10/15〜20［休］会期中無し［内容］洋画。フランス
の古城の名にちなむ美術団体
水彩画教室 第 8 回パレット会展
10/22〜27［休］会 期 中 無 し［内 容］約 135 点。ス
ケッチ教室とフラワー教室 ( 透明水彩画 ) の合同展
第 29 回港の作家小品展
10/29〜11/3［休］会期中無し［内容］油彩・日本画・
アクリル画。10 号以下の小品
gallery fu
☎070-6429-8597 A-㊳ c5

シムラヒデミ 個展「Silent Invaders in Yokohama」
9/29〜10/11［休］月曜［内容］インスタレーショ
ン。バーコードと刺繍糸による作品とオリジナル
キャラ「バーコード星人」が織りなす空間を構成
KAIE 個展「小さな聖地」
10/24〜31
［休］
月曜［内容］
インスタレーション。KAIE
ゲル（移動式テント）と祭壇を設置。ゆっくりとくつ
ろげる空間「小さな聖地」を体験できる
ギャラリーミロ
☎251-5229 A-㊴ c3
川村紫朗 個展
10/5〜11
［休］
会期中無し
［内容］
日本画・水彩スケッチ
大菅聖一 水彩画展
10/12〜18［休］会期中無し［内容］水彩
エクリュ展
10/19〜25
［休］
会期中無し
［内容］
油彩・水彩・ちぎり絵
ル ヴァン展
10/26〜11/1［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・
アクリル・鉛筆画等。講師：香取玲子
ギャラリー元町
☎663-7565 A-㊵ c5
竹村真理子展
9/29〜10/4［休］会期中無し［内容］テラコッタ彫刻
NENRIN 陶房展
10/6〜11［休］会期中無し［内容］陶芸
横山純一展
10/13〜18［休］会期中無し［内容］ジュエリー
阿部茜展10/20〜25
［休］
会期中無し
［内容］
絵画人形

ギャラリー Lei OHANA
☎941-6169 B-⑪
Craft Field Kaname 展
10/1〜3［休］会期中無し［内容］グラスアート・メ
タルアート・アクセサリー
たま絵の会展
10/21〜25［休］会期中無し［内容］水彩・版画
ギャルリーパリ
☎664-3917 A-㊷ b4

永野のり子 個展10/19〜24
［休］
会期中無し
［内容］
絵画
クロス・パティオ 緑のギャラリー ☎223-2621 A-㊻ a2
山口響展 〜木の響き〜
10/9〜14［休］会期中無し［内容］横浜国大生によ
る、木を素材とした造形作品。12 点
ゴールデンギャラリー
☎201-7118 A-㊽ b3
芳林小品書展 10/8〜13［休］会期中無し
第 33 回群星会書展 10/15〜20［休］会期中無し
第 27 回右心会書展 10/23〜27［休］会期中無し
第 15 回大日本書芸院 横浜地区連合書道展
10/29〜11/3［休］会期中無し

は行
万国橋ギャラリー
☎201-8103 A- b3
のばらの会・桜雅会展
10/1〜5［休］会期中無し［内容］新日本画
港にて・髙橋昌彰 水彩画展10/6〜12
［休］
会期中無し
書友七人展
10/21〜26［休］会期中無し［内容］書道
f.e.i art gallery
☎325-0081 A第 3 回 FEI PRINT AWARD 準大賞者 髙橋キョウシ
ロウ版画展 ‑アルフォンススの海‑
9/28〜10/9［休］土曜・日曜［内容］版画。ドライポ
イント・コラグラフの技法による、独自のアニマル
ワールド
清見佳奈子 日本画展 ‑時を映す‑
10/19〜30［休］土曜・日曜［内容］水面に映り込む
日常の風景が題材
FEI ART MUSEUM YOKOHAMA
☎411-5031

さ行
シルクセンターギャラリースペース

☎641-0840 A-

b4

呉服・帯展示会
10/2〜11［休］会期中無し［内容］きものサロン貴
そごう美術館
☎465-5515 A有田焼創業 400 年記念 明治有田 超絶の美 万国博
覧会の時代
9/5〜10/4［休］会期中無し［内容］日本磁器発祥の
地・有田では、明治新政府の殖産興業政策に乗じて
輸出向けの華やかな品々が作られ、万国博覧会を中
心に絶大な人気を誇った。本展では、明治期の有田
焼と、初公開となるデザイン画等約 200 点を展覧
そごう横浜店美術画廊
☎465-5506 Aリアルコンプレックス・ファイナル展
9/29〜10/5
［休］
会期中無し
［内容］
コンテンポラリー
ルイ・イカール展〈同時開催〉
アール・デコのポスター展
9/29〜10/5［休］会期中無し［内容］アンティーク
石井鈴 日本画展 10/6〜12［休］会期中無し
斎藤由比 油絵展 10/6〜12［休］会期中無し
近代工芸逸品展10/13〜19
［休］
会期中無し
［内容］
陶芸等
東園基昭展10/20〜26［休］会期中無し［内容］日本画
今関健司 油絵展 10/20〜26［休］会期中無し
岩波昭彦 日本画展 10/27〜11/2［休］会期中無し
日本画 温故知新展 10/27〜11/2［休］会期中無し

た行
鶴見画廊
☎584-7208 B-⑯
POT HOOK＃810/3〜10
［休］
会期中無し
［内容］
日本画
法政オレンジの会展
10/11〜16［休］会期中無し［内容］法政 OB による
グループ展
ウチダ ヨシエ展
10/22〜29
［休］
会期中無し
［内容］
版画・ドローイング

な行
仲通りギャラリー
☎211-1020 A- b3
柳川俊夫展9/28〜10/3
［休］
会期中無し
［内容］
油彩
日本郵船歴史博物館
☎211-1923 A- b3
日本郵船130周年特別展
「きらり技術力、
あすへの挑戦」
7/4〜10/18［休］月曜（祝日の場合は翌平日）
［内容］
日本郵船の過去と未来を①歴史②船③海④技術―の
四つのテーマに分け、パネル、模型、動画を通して分
かり易く説明。また、会場中央に設置したパネル “レ
インボーディスプレイ” では、日本郵船が最初に開
設した国際定期航路をはじめとする主要航路を世界
地図と航路図で紹介。実物の造船用鋼材も展示
爾麗美術
☎222-4018 A- b4
横山和江 写真展
9/26〜10/10
［休］
9/30、
10/7
［内容］
1010美術と共催
2015 4 人展
10/13〜21［休］会期中無し［内容］阿部照夫・能登
茂行・塚越道生・米山厚子
黒騎士展・秋（第 9 回）
10/24〜11/3［休］10/28［内容］安斎あや子・永田
晶彦・星野鐡之・鈴木正道・野田洋介・杉村倉太・能
登茂行・山本治美

A-

版画の祭典 ! 第 4 回 FEI PRINT AWARD
9/15〜10/4［休］月曜［内容］応募資格不問の版画
公募展。本年からミニプリント部門を新設
BIRTHPLACE ART 2015 多摩美術大学校友会神奈
川支部展
10/11〜18［休］会期中無し［内容］神奈川県在住・
出身、在勤で多摩美術大学を卒業したアーティスト
によるグループ展
第 41 回翠嵐会美術展
10/20〜25［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・版画・
彫刻。翠嵐高校の OG・OB による展覧会

ま行
みつい画廊
☎261-3721 A- c3
彩展
9/28〜10/4［休］会期中無し［内容］柳沢たつ子の５
つの教室による合同展。ポストカードから F10 まで
間邊典夫 個展
10/5〜11［休］会期中無し［内容］油彩。約 40 点
漂展10/12〜18
［休］会期中無し［内容］水彩。約40点
モーヴ展
10/19〜25［休］会期中無し［内容］油彩。約 45 点
安藤華舟 個展
10/26〜11/1［休］会期中無し［内容］水墨・墨彩画。
約 30 点
みなとみらいギャラリー
☎682-2010 A- a2
四季おりおりのテーブルコーディネート
9/29〜10/5［休］会期中無し［内容］陶器の絵付け
作品によるテーブルコーディネート
彩友会展 9/29〜10/5［休］会期中無し［内容］絵画
花綵会押し花展「花謳う」
9/29〜10/5［休］会期中無し［内容］押し花絵
第 15 回 JABA 作品展 サンドブラストアート展
10/6〜12［休］会期中無し
第 2 回濱友書道会展 10/7〜12［休］会期中無し
ハワイアンキルト展 Na Kupulau O Poakalani
10/14〜19［休］会期中無し
香樹会かな書展 10/23〜25［休］会期中無し
第 13 回ぱーしもんキルト展
10/27〜11/2［休］会期中無し［内容］パッチワー
クキルト
サロンデザール絵画教室 横浜展
10/28〜11/2［休］会期中無し
中筋青輝 還暦書作展10/28〜11/1［休］会期中無し

や行
山手 234 番館
☎625-9393 A- b5
二人展 10/1〜6［休］会期中無し［内容］写真
第 7 回青葉いわね会 水彩画・写真展
10/8〜13［休］会期中無し
写真展「川の狩人・さらばブルートレイン」
10/15〜20［休］会期中無し
第 12 回楽しい写真展
10/22〜27［休］会期中無し
第 11 回アートクラブオリオン絵画展
10/29〜11/3［休］会期中無し
山手 111 番館
☎623-2957 A- b5
周平画室・茉莉展10/2〜7
［休］
会期中無し
［内容］
絵画

煌めくビーズの世界展
10/16〜21［休］会期中無し［内容］ビーズ・ジュエ
リー作品
フラワースクールゆりの木 基礎科作品展
10/23〜28［休］会期中無し
横浜開港資料館
☎201-2100 A- b4
その音、奇妙なり ‑横浜・西洋音楽とのであい‑
9/30〜1/24［休］月曜（10/12、11/23、1/11 は開
館）
、10/13、11/24、1/12、年末年始［内容］ペリー
来航を機に横浜にもたらされた西洋音楽は、今日ま
で続く日本の洋楽の基礎となった。本展示では、こ
うした西洋音楽の伝来と普及の過程を、伝来の地横
浜を中心にたどる
横浜市泉区民文化センター テアトルフォンテ
☎805-4000 C-⑯
佛像彫刻作品展 10/7〜12［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-⑰
青山アトリエの展覧会
9/30〜10/6［休］会期中無し［内容］絵画教室生徒
によるデッサン・水彩・日本画
第 38 回金曜会展
10/7〜12［休］会期中無し［内容］油彩・水彩。金沢
区在住者が中心
第 10 回 YOKOHAMA「星団」写真展
10/14〜20［休］会期中無し
横浜南部児童作品展
10/22〜26［休］会期中無し［内容］幼稚園児・小学
生による絵画
第 35 回悠画会展
10/28〜11/3［休］会期中無し［内容］洋画・日本画
横浜市磯子区民ホールギャラリー
☎750-2393 C-⑱
藍の会 10/2〜7［休］会期中無し［内容］絵画
写友 どんぐり 10/9〜14［休］会期中無し［内容］写真
滝頭仏画教室10/16〜21
［休］会期中無し
［内容］
仏画
書道研究 書友会 10/23〜28［休］会期中無し
パレットクラブ
10/30〜11/4［休］会期中無し［内容］絵画・工作
横浜市岩間市民プラザ
☎337-0011 C-⑲
第 15 回保土ケ谷区民写真展
9/26〜10/3［休］会 期 中 無 し［内 容］テ ー マ「保 土
ケ谷区内の坂」または自由課題の公募作品展
ふみ書道教室秋季展
10/10〜12［休］会期中無し［内容］幼稚園児〜大人
までの作品
〈保土ケ谷区民文化祭〉保土ケ谷華道会いけばな展
10/24・25［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-㉑
第 8 回 Y・MAC 展 〜油彩、水彩作品展〜
9/29〜10/5［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「初めの一歩・洋画入門」
のメンバーによるグループ展
創立 15 周年記念 第 9 回プローバー '01 写真展
〜朝夕の爭い〜
9/29〜10/5［休］会期中無し［内容］古来の季節の優
劣論を、シャッターチャンスの優劣論に変換。約43点
第 11 回コバルト会展
10/6〜12［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・アク
リル・ペン画・写真・押花アート・和紙ちぎり絵等
第 32 回横浜轟展 〜表現する絵画‑光あらたに！〜
10/6〜12
［休］
会期中無し
［内容］
風景・人物・静物の水彩
風景写真展〜季節の中で〜
10/13〜18［休］会期中無し［内容］四季の自然風景
カンパニーハンズ展
10/13〜18［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・パ
ステル画・織物・写真
第 17 回「フォト六コミ」写真展
10/20〜26［休］会期中無し
鴨居フォトクラブ 第 17 回写真展
10/20〜26［休］会期中無し
写友ぐる〜ぷ “翼” 20 周年記念写真展
10/27〜11/2［休］会期中無し［内容］課題作品「光
と影」
・自由作品
彩友会・恵友会 合同水彩画作品展
10/27〜11/2［休］会期中無し［内容］堀恵子先生
指導による 2 つの同好会会員 20 余名が描いた風景
や静物等約 45 点

