横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-㉔
Fellow Art Gallery vol.19 中道一輝展
10/5〜1/9［休］
12/28〜1/3
［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
ショーケースギャラリー 金理有展「チヨリ チトチチ」
11/21〜1/17［休］11/23、12/28〜1/3［内 容］幾
何学文様や一つ目などをモチーフに、人工と自然、
聖と俗、過去と未来が交錯した独自の陶の表現。本
展では「チヨリ チトチチ」をテーマに作品を展開
青葉区民芸術祭【前期】
12/1〜6［休］会期中無し［内容］絵画・文芸・書道
の展示と茶席の開催
青葉区民芸術祭【後期】
12/8〜13
［休］
会期中無し
［内容］
華道・美術工芸・写真
てんぼう・テンボウ・TENBOU
12/15〜20［休］会期中無し［内容］7 人の作家によ
る絵画・版画・写真・インスタレーション等。70 点。
mement
12/23〜27［休］会期中無し［内容］写真。東京ガス
ラグビー部 10 年間の活動記録
宗玄浩 写真展「Usual days」
12/23〜27［休］会期中無し［内容］1 年半に渡る世
界一周旅行の記録。広い世界でそれぞれが暮らす「特
別ではない毎日」を展示。40 点
GLASS FLOW 玉田ガラス工房展
12/24〜27［休］会期中無し［内容］吹きガラス工房
の生徒及びスタッフ 20 余名による色鮮やかなガラ
スの饗宴。200 点
横浜市吉野町市民プラザ
☎243-9261 C-㉔
第 30 回横浜市退職小学校長会「あかね展」
12/15〜21［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・日
本画・彫塑・陶芸・工芸品等。約 50 点
横浜市歴史博物館
☎912-7777 B-㉕
横浜市指定登録文化財展
12/5〜1/11［休］月曜（祝日の場合は開館、翌日休
館）
、年末年始［内容］横浜市指定の文化財を紹介
横浜の遺跡展『港北の狩人たち ‑ 旧石器時代から縄
文時代への環境変動とそこに生きた人々 ‑』
12/5〜1/11［休］月曜（祝日の場合は開館、翌日休
館）
、年末年始［内容］埋蔵文化財センターの調査・
整理の成果を公開
横浜髙島屋美術画廊
☎311-5111 A山河をめぐる 大野俊明展
11/25〜12/1［休］会期中無し［内容］日本画
藤井勘圿展 12/2〜8［休］会期中無し［内容］絵画
角 有伊展 12/2〜8［休］会期中無し［内容］漆芸
吉祥図展12/9〜15［休］会期中無し
［内容］
平面・立体
依田万実展12/9〜15［休］会期中無し［内容］日本画
高波壮太郎展12/16〜22［休］会期中無し［内容］洋画
酒器展 12/16〜22［休］会期中無し
「陶と光のはざまに」12/23〜1/4［休］会期中無し

横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A- b3
第 37 回 KPC 公募 写 GIRL 展
11/26〜12/1［休］会期中無し［内容］写真
第 36 回馬車道を描く日曜画家展
12/5〜11［休］会期中無し
第 34 回馬車道写真コンクール入賞作品展
12/5〜11［休］会期中無し
横浜美術館
☎221-0300 A- b2
横浜発 おもしろい画家：中島清之―日本画の迷宮
11/3〜1/11[ 休 ] 木曜、12/29〜1/2[ 内容 ] 横浜の
美術界の発展と歩みを共にした中島清之（1899〜
1989）の青年期から最晩年に至る画業をたどる。
（会期中展示替有）

ギ ャ ラ リ ー

め ぐ り
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2015 年
《喝采》1973（昭和 48）年／
紙本着色・額／横浜美術館蔵（中島清之氏寄贈）

横浜美術館コレクション展 2015 年度第 3 期
11/3〜4/3［休］木 曜、12/29〜1/2、1/12〜1/29
［内容］
「神話とヌード」
「抽象と構成 〜工業化と都
市のイメージ」
「無名都市 〜現代の写真に見る匿
名の風景」
「コムデギャルソンと家具」の 4 つのテー
マで構成
吉田町画廊
☎252-7240 A- c3
福原喜代志小品展〜古都エヴォラ（ポルトガル）
〜
11/30〜12/6［休］会期中無し［内容］油彩。ポルト
ガルの風景画を中心に約 20 点
ペンで描く私たち展 3rd
12/9〜13［休］会期中無し［内容］足助久美子講師
とそのペン彩画教室の生徒たちによる展覧会
ミニアチュール展
12/21〜27［休］会期中無し［内容］SM サイズ以下
の小品

月号

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
横山晃治と仲間達展
11/30〜12/6［休］会期中無し［内容］水彩
クリスマス展
12/7〜13［休］会期中無し［内容］ステンドグラス・
人形・皮製品
佳楽田展
12/14〜20［休］会期中無し［内容］水彩・色鉛筆画

横浜市民ギャラリー展覧会情報
12/2〜12/7
鎌倉彫 彫雅会展［B1F/1F/2F/3F］
［主催］彫雅会［内容］掘りと塗りの調和がとれた手
ぐり作品が 660 点並ぶ圧巻の展示
12/9〜12/13
第 52 回高等学校書道展［B1F/1F/2F/3F］
［主催］高校書道展［内容］この IT 時代に敢えてアナ
ログ芸術！日本の書美を高校生が表現
12/15〜12/20
横浜四大学連合写真展［2F/3F］
［主催］横浜四大学写真連合［内容］写真約 500 点
第 41 回 ハマグルッペ展［1F］
［主催］ハマグルッペ［内容］写真他総合美術展
パキスタン国第68周年独立記念日を祝う展覧会
［B1F］
［主催］パキスタン国ラホール市日本パキスタン友
好協会［内容］パキスタンの郵便切手・民芸品、パキ
スタン語・アラビア語・ペルシャ語の書道、ペルシャ
の織物等を展示
12/22〜12/27
神奈川県高等学校総合文化祭第42回高校生写真展
［3F］
［主催］神奈川県高等学校文化連盟写真専門部［内容］
県内高校生写真部の作品展示

横浜

や行

高松次郎《宮澤賢治「水仙月の四日」より 日暮れを待たず雪婆んごがやってきた》
1984 年／シルクスクリーン／ 43.5×62.5cm
©The Estate of Jiro Takamatsu, Courtesy of Yumiko Chiba Associates

●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

12/22〜12/28
第 28 回神奈川書家三十人展［2F］
［主催］神奈川新聞社［内容］神奈川県ゆかりの書家
三十人による展覧会
第10 回卒業作品展［1F］
［主催］橘学苑高等学校デザイン美術コース［内容］
油彩画・デザイン・立体・映像・服装・水彩画、デッ
サンの展示
12/23〜12/28
「ものがたり」という宝石：日本とインドの写真 + 映
像 + アニメーション［B1F］
［主催］インド国立デザイン大学院［共催］東京藝術
大学美術学部先端芸術表現科 鈴木理策研究室、横浜
市民ギャラリー［内容］日本とインドの現代若手作
家 19 人が写真・映像・アニメーションを舞台に魅
せる「ものがたり」の世界。両国で初めての試みとな
る本展覧会が、インド国内二都市を巡回した後、横
浜にやってきます

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10 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

kisara 個展
11/28〜12/4［休］12/1［内容］アクセサリー
リサエキシビション２〜わたしとあなた展〜
11/28〜12/4［休］12/1［内容］クレヨン画。
「人間
関係」
「何かと何かの間にあるもの」を描いた新シ
リーズ
へんたいさん ‑Girls side‑
12/5〜11［休］12/8［内容］
「変態」がテーマ。女性
作家 3 人
へんたいさん ‑ 傷の舐めあい ‑
12/5〜11［休］12/8［内容］
「変態的」で、闇の深い
テーマ
早川沙由里 個展
12/5〜11［休］12/8［内容］書道・絵画
テマ 個展
12/5〜11［休］12/8［内容］干支の擬人化イラスト
まるちゃん企画【イヴ・イヴ・イヴ展】
12/12〜18［休］12/15［内 容］ア ー ト で ち ょ っ ぴ
り早い早いクリスマスパーティー
miraco 個展「みらこのへや２」
12/12〜18［休］12/15［内容］80 年代ファンシー
がテーマ
蜂蜜みゆこ 個展
12/12〜18［休］12/15［内 容］ピ ン ク を テ ー マ カ
ラーにした作品
大忘年展
12/19〜25［休］12/22［内 容］今 年 の 締 め の 展 覧
会。初日は「大忘年会」も開催
いきの 個展「おれんじ」
12/19〜25［休］12/22［内 容］ミ ニ 原 画、ポ ス ト
カードの販売もあり
THE APPAREL COMIX
12/19〜25［休］12/22［内 容］フ ァ ッ シ ョ ン + コ
ミックアートの融合。アメリカングッズも展示
art gallery, on the wind
☎251-6937 A-③ c3
ハッピークリスマス展 2015
12/5〜13［休］12/7〜11［内 容］大 切 な 方 に お 礼
の気持ちをこめた作品の展示販売
Art Gallery 山手
☎628-0267 A-④ b5
近藤圭 作陶展
12/1〜6［休］
会期中無し
［内容］鉄釉を使った器・花
器等
中島志緒 作品展
12/8〜13［休］会期中無し［内容］日本画・水彩
第 10 回クリスマス展
12/15〜25［休］会期中無し［内容］クリスマスプレ
ゼントに適した絵画・リース・金工・樹脂粘土等
art Truth
☎263-8663 A-⑥ b5

七つの冬物語展
12/2〜7［休］会期中無し［内容］７人の女性作家に
よるグループ展。油彩・アクリル画・日本画等
永吉香里 個展
12/9〜14［休］会期中無し［内容］陶・絵画
瀧田さりな Candle 展
12/17〜27［休］会期中無し
Art Baboo146
☎228-8146 A-⑦ b4
千早 個展「脳内活動繪巻」
12/12〜18［休］12/15［内容］近代レトロ・着物・
軍服・ゴシック等を描く

大忘年展
12/19〜25［休］12/22［内 容］今 年 の 締 め の 展 覧
会。初日は「大忘年会」も開催
旭ギャラリー
☎955-3388 C-②
蔡國華展
12/4〜23［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・パス
テル約 30 点。題材は人物・静物・風景
1010 美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑫ b4
中島史子 個展
11/28〜12/7［休］水曜［内容］立体・ウェラブルアー
ト・平面
鈴木正道 鈴木淑子 二人展
12/12〜23［休］12/16［内容］平面・立体
☎662-7581
馬の博物館
企画展「山本容子展 ‑ 旅する馬たち ‑」
10/10〜12/6［休］月曜（祝日、振替休日は開館）
［内
容］版画。
「古典」
「旅行」
「文学」
「音楽」
「人物」の 5 つ
のテーマで構成。それぞれに馬が登場する
エリスマン邸
☎211-1101 A-⑮ b5

美しき仏たち 第 2 回
12/1〜4［休］会期中無し［内容］仏画
ハッピーメリークリスマス
12/5〜7［休］会期中無し［内容］絵画
モノクロ写真展 12/9〜14［休］会期中無し
ヨーコミゾグチ ペーパークイリング展
12/18〜21［休］会期中無し
書展 12/23〜27［休］会期中無し
大佛次郎記念館
☎622-5002 A-⑯ b5
テーマ展示Ⅲ 野尻抱影生誕130年は冥王星イヤー☆
「星の抱影と弟・大佛次郎」
11/12〜3/13［休］月曜 ( 祝休日の場合は翌平日 )
［内容］大佛次郎の兄であり冥王星という和名の名
付け親・野尻抱影の愛機「ロング・トム ( 望遠鏡 )」等、
星と文学にまつわる資料約 50 点を紹介

か行
神奈川近代文学館
☎622-6666 A-⑰ b5
スポット展示「世界の翻訳本でみる『星の王子さま』
〜近年の収蔵資料から〜」
11/28〜1/24［休］月曜 ( 祝日の場合は開館 ［
) 内容］
1943 年の刊行以来、世界各国で翻訳され、子どもか
ら大人まで多くの人々を魅了してきた『星の王子さ
ま』
（“Le Petit Prince” サ ン = テ グ ジ ュ ペ リ 作）
。そ
の世界各国語による翻訳本を紹介する
神奈川県立地球市民かながわプラザ
☎896-2121 C-⑤
武器アート展 モザンビーク ̲ 内戦からの出発
11/28〜1/11［休］月曜 ( 祝日の場合は開館 )、年末
年始［内容］アフリカのモザンビークで内戦終結後
の 1995 年に開始された「銃を鍬 ( くわ ) へ」という
プロジェクト。そこで回収された武器から作られた
アート作品を展示

左：クリストヴァオ・カニャヴァート＝ケスタ̶《鳥》
2006 年
右：フィエル・ドス・サントス《ダイナソー・ウィズ・ローズ 》
2008 年

長倉洋海 写真展「その先の世界へ」
11/28〜1/11［休］月曜 ( 祝日の場合は開館 )、年末
年始［内容］世界の辺境、紛争地を取材し続ける写真
家・長倉洋海の捉えた世界各地の人々の姿を紹介

美齊津匠一展
11/26〜12/5［休］日曜［内容］混合技法等による
静物等約 16 点
アニマート展
12/10〜19［休］会期中無し［内容］油彩等。ハガキ
サイズの作品 100 点以上
ギャラリー雅友堂
☎563-3196 B-④
小さな手作り展
12/2〜7［休］会期中無し［内容］毛糸小物・ボトリ
ウム。ハーブやリース作りのワークショップあり
ギャラリー KAN
☎641-4751 A-㉙ c4
クリスマスの飾りたち展「クリスマスグッズとプレ
ゼントグッズ」
12/1〜13［休］12/7［内容］来年の干支・吊し飾り・
陶芸・とんぼ玉等。10 名、約 350 点。
ギャラリー伽羅
☎842-1428 C-⑥
手作りきゃら SHOP
12/1〜24［休］日曜・月曜・祝日［内容］着物リフォー
ム服・裂き織りバッグ・大島や帯よりのバッグ・小物・
クリスマスもの・来年の干支の細工物等
ギャラリーこやま
☎545-1105 B-⑥
太田秀雄 油・水彩作品展
12/1〜7［休］会期中無し［内容］静物・風景。25 点
手づくり展
12/11〜17［休］会期中無し［内容］石井朝美（手づ
くり帽子）
・金子千恵子（押花）
・島崎まり（七宝）
・畠
山督子（手あみユニット）
・吉永孝夫（陶画・陶小物）
手しごとの作品展
12/19〜25［休］会期中無し［内容］絵・版画・陶・ニッ
ト等の小品
ギャラリー守玄齋
☎201-7118 A-㉜ b3

第 32 回産経神奈川百選展
11/26〜12/1［休］会期中無し
第 33 回ぴおシティ書道コンクール
12/12〜15［休］会期中無し
日本書道学院グループ展
12/23〜26［休］会期中無し
ギャラリーダダ
☎461-1533 A-㉝
持丸泉 ファンタジーフラワー展
11/25〜12/1［休］会期中無し［内容］押し花・ファ
ンタジーフラワー等
多田まり絵 水彩画展
11/25〜12/1［休］会期中無し［内容］ネコの色々
な表情、しぐさを描く
加藤みほ 水彩画展
12/2〜8［休］会期中無し［内容］
「湘南の風と薫り」
がテーマ
木佐貫悦深 作品展
12/2〜8［休］会期中無し［内容］水彩
パステル画展
12/9〜15［休］会期中無し［内容］新進作家 15 人
水彩画 4 人展
12/9〜15［休］会期中無し［内容］
「それぞれの想い」
がテーマ
日本画 4 人展 12/16〜22［休］会期中無し
高山節子 日本画展
12/16〜22［休］会期中無し［内容］誕生花
アートフェスティバルベスト 20 選抜展
12/23〜29［休］会期中無し［内容］夏に開催された
「アートフェスティバル」優秀作品展
GALLERY hide&seek
☎439-3951 B-⑧
クマガイヨウコ 手織り展 2015
11/26〜12/1［休］会期中無し［内容］洋服・バッグ・
小物作品。マフラーのワークショップあり
ギャラリーぴお
☎681-5122 A-㊱ b3
第 10 回「描かれた刻」展
12/3〜8［休］会期中無し［内容］油彩・透明水彩・
アクリル・アキーラ・鉛筆。
「刻」がテーマ。約 30 点

《モダンガアル》2013 年／色鉛筆、パステル

てん 個展
12/12〜18
［休］
12/15
［内容］
和風イラスト

ガレリア セルテ
☎651-5471 A-㉒ b3
丹羽 章 油絵展 12/2〜8［休］会期中無し
柳原良平展 12/11〜20［休］会期中無し
画廊 楽
☎681-7255 A-㉕ c4
神奈川独立選抜展
11/30〜12/6［休］会期中無し［内容］油彩
絵馬・羽子板展
12/7〜13［休］会期中無し［内容］作品 100 点以上
Gallery ARK
☎681-6520 A-㉖ c4

《騎馬隊による競技ブズカシ》
（アフガニスタン）2013 年

gallery fu
☎070-6429-8597 A-㊳ c5
gallery fu + LAUNCH PAD GALLERY ムーブメン
ト展「imagine〜あした〜」
12/1〜13［休］月曜［内容］23 名のアーティストが、
研ぎ澄まされた感性をもって現実を直視し、生命、
自然、
政治、
社会、
環境などさまざまなテーマから
「あ
した」を描き出す
大野愛 個展「おのがゐる」
12/15〜27［休］月曜［内容］日本画・油彩。タイトル
には自分がいる場所、そしてこれからももっと「身を
はねて遠き梢に渡」らなければ、という意味が込めら
れている

な行

や行

仲通りギャラリー
☎211-1020 A- b3
浅野康則展
11/29〜12/5［休］会期中無し［内容］洋画。横浜開
港アンデパンダン展共催企画展
日本郵船歴史博物館
☎211-1923 A- b3
日本郵船創業 130 周年記念企画展「近藤廉平−社長
の肖像」
10/24〜1/24［休］月曜 ( 祝日の場合は翌平日 ［
) 内
容］日本郵船初代横浜支配人であり、入社以来 37 年
間という長きにわたり海運業界に大きな役割を果た
した近藤廉平の生涯を紹介
爾麗美術
☎222-4018 A- b4
ＤＭ
（葉書）から見た、爾麗美術の 15 年
11/21〜12/6［休］11/25、12/2
鈴木正道 鈴木淑子 二人展
12/12〜23［休］12/16［内 容］平 面・立 体。1010
美術（3F）共催

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（11/23、
1/11は開館）
、
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
フォトサークル「オーロラ」第 21 回展示会
12/1〜7［休］会期中無し［内容］写真。風景・スナッ
プ・花等
横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場
☎771-1212 C-⑰
第 15 回「楓」パッチワークキルト展
11/26〜12/1［休］会期中無し
第 10 回浄彩会 浄眞会 / ダ・ヴィンチ会合同作品展
12/2〜6［休］会期中無し［内容］水彩・油彩
横浜市磯子区民ホールギャラリー
☎750-2393 C-⑱
二水会 11/27〜12/2［休］会期中無し［内容］絵画
屏風ヶ浦第一支部老人会 ( 中原睦和会）
12/4〜9［休］会期中無し［内容］絵画・写真等
フラワーサークル スプリングベル
12/11〜16［休］会期中無し［内容］生花
聖会 12/18〜23［休］会期中無し［内容］絵画
横浜市岩間市民プラザ
☎337-0011 C-⑲
フェローアートギャラリー vol.20 特別展示
11/27〜12/12
［休］
12/7［内容］
障がいのあるアーティ
ストたちの作品。横浜市民ギャラリーあざみ野で開催
してきたミニ・ギャラリーのシリーズ初となる出張展
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
つなしま写友会 第 55 回写真展
12/1〜7［休］会期中無し［内容］14 人の会員によ
る 3 枚組写真の展示
第 7 回写真展「窓」
12/1〜7［休］会期中無し［内容］ぬくもりのある情
景、琴線に触れたさりげない光景等を撮った 50 点
さがみ会 第 18 回作品展
12/8〜14［休］会期中無し［内容］書道・写真・絵画・
工芸作品・俳句等
リトグラフ・シルクスクリーン・銅版 作品展
12/15〜20
［休］
会期中無し
［内容］
横浜美術館のオー
プン教室の仲間である、石原肇・名越温古の二人展
フローリー絵画展
12/15〜20［休］会期中無し［内容］神之木地区セン
ターで活動しているフローリーの会による、水彩・
油彩・アクリル画
極東ロシア・シベリア写真展
12/23〜28［休］会期中無し［内容］ハバロフスク、
ウラジオストク、ナホトカで撮影した作品
横浜市港南区民文化センター ひまわりの郷
☎848-0800 C-⑳
多田正司 写真展 下町浅草「三社祭りの日」
11/26〜12/2［休］会期中無し［内容］下町浅草「三
社祭り」のスナップ写真
横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール
☎511-5711 B-㉒
第 7 回若水書展
12/3〜8［休］会期中無し［内容］グループ 8 人の漢
字・近代詩・篆刻・木額等
第 4 回潮田地区センター絵画サークル展
12/9〜15［休］会期中無し［内容］静物・風景
森田耕之輔 個展
12/17〜23［休］会期中無し［内容］油彩。主に人物画
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ
☎866-2501 C-㉒
第 6 回とつかお結び広場
12/2〜6［休］会期中無し［内容］戸塚を中心に様々
な分野で活躍している方々の活動紹介イベント
フォトクラブ しゃらく 第 1 回写真展
12/9〜14［休］会期中無し
泉デジタル写真 戸塚デジタルフォトクラブ 合同写真展
12/15〜21［休］会期中無し［内容］スナップ・風景
等。約 80 点

は行
大野愛《横浜港 - ぷかり桟橋より》2015 年
☎251-5229 A-㊴ c3

ギャラリーミロ
小田切道子 布絵個展11/30〜12/6［休］会期中無し
二紀会神奈川支部会員による小品 12 月展
12/14〜20［休］会期中無し［内容］油彩・水彩等
ギャラリー元町
☎663-7565 A-㊵ c5
大鎌章弘展 12/1〜6［休］会期中無し［内容］ガラス
銀兎展 12/8〜13［休］会期中無し［内容］BAG
石井洋平展 12/15〜27［休］12/21［内容］ガラス
飯田友理展 12/29〜1/10［休］1/4［内容］陶芸
ギャラリー Lei OHANA
☎941-6169 B-⑪
花アトリエ あんずの森クリスマス展
12/4〜6［休］会 期 中 無 し［内 容］X'mas & お 正 月
リース・アレンジ
ギャルリーパリ
☎664-3917 A-㊷ b4

島 栄里子 個展
11/30〜12/5［休］会期中無し［内容］絵画
生方純一 個展 12/7〜17［休］日曜［内容］絵画
●Meets .....×3● Beniko Motonaga Keiko
K a k i m o t o Y u r i T a k a s e ‑C o n t e m p o r a r y
Jewelry and Arts‑ 元永紅子 垣本圭子 高瀬ゆり
12/19〜26［休］日曜［内容］素材の異なる３人の作
家によるコラボレーション。コンテンポラリージュ
エリー・アート
ゴールデンギャラリー
☎201-7118 A-㊽ b3
第 32 回産経神奈川百選展
11/26〜12/1［休］会期中無し
第 33 回ぴおシティ書道コンクール
12/12 〜 15［休］会期中無し
游目展 12/17 〜 22［休］会期中無し
第 88 回 南門ミニ展 12/23 〜 26［休］会期中無し

さ行
そごう美術館
☎465-5515 Aスター・ウォーズ展 未来へつづく、創造のビジョン。
11/25〜1/5［休］会期中無し［内容］世界中のアー
ティストが映画「スター・ウォーズ」からインスピ
レーションを得て制作した作品と映画制作で用いら
れたコンセプトアートや衣裳、小道具等。約 150 点
そごう横浜店美術画廊
☎465-5506 Aうるしの道展 12/1〜7［休］会期中無し［内容］漆芸
現代根付彫刻展 12/1〜7［休］会期中無し
光と自然と芸術 アールヌーヴォーのガラスと 19 世
紀のマイセン展 12/8〜14［休］会期中無し
近代日本画秀作展 12/15〜21［休］会期中無し
現代洋画小品展 12/22〜28［休］会期中無し

た行
鶴見画廊
☎584-7208 B-⑯
Four Seasons Pass
12/3〜9［休］会期中無し［内容］日本画。季節の草
花がモチーフ
第 2 回 ‑ 鎌女卒業生による ‑ 作品展
12/16〜22［休］会期中無し［内容］鎌倉女学院出身
の美大卒業生によるグループ展

万国橋ギャラリー
☎201-8103 A- b3
横浜ゆかりの画家展・ステージⅠ
12/1〜7［休］会期中無し［内容］横浜美術友の会講
師有志による
横浜ゆかりの画家展・ステージⅡ
12/8〜14［休］会期中無し［内容］横浜美術友の会
講師有志による
f.e.i art gallery
☎325-0081 AHappy Tree! ‑ 冬の彩り ‑
11/30〜12/18［休］土曜・日曜［内容］絵画・立体・
グッズ・リース等。ドライフラワー作家小池夕子、絵
本作家・イラストレーター菅野由貴子、
イラストレー
ター丸山ゆきによるグループ展
FEI ART MUSEUM YOKOHAMA
☎411-5031

A-

絵・本・展 vol.2̶本の世界へようこそ！
12/8〜20［休］月曜［内容］原画・豆本・立体作品等、
本の世界を楽しむアイテム満載

きむらさえ《ライオンライフ》2014 年／色鉛筆、紙

ま行
みつい画廊
☎261-3721 A- c3
壹谷隆義 個展
11/30〜12/6［休］会期中無し［内容］油彩。約40点
加藤昭次展
12/7〜13［休］会期中無し［内容］油彩。約 15 点
田島君枝 個展
12/14〜20［休］会期中無し［内容］水彩。約 40 点
みなとみらいギャラリー
☎682-2010 A- a2
アトリエ真琴人形展
12/1〜7［休］会期中無し［内容］創作人形
関口紅雨 書の世界 光・水・花 PartⅩ
12/2〜6［休］会期中無し
第 27 回アトリエヴィーナス展
12/2〜7［休］会期中無し［内容］絵画
第37回 内田良平と閑良屋会 山岳写真展 遥かなる山
12/8〜14［休］会期中無し
「Ｍardi」水彩
12/8〜14［休］会期中無し［内容］絵画
合同写真展（仮称）
12/9〜14［休］会期中無し
田辺博保カッティングアート展
12/15〜21［休］会期中無し
大日本花道協会「花展」拓本といけばな
12/18〜20［休］会期中無し
（仮称）
国際人道法写真展
12/22〜27［休］会期中無し

