横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-㉔
Shutterbug Club 展 2016
2/29〜3/6［休］会期中無し［内容］アートフォーラ
ムあざみ野・アトリエでの写真ワークショップメン
バーの写真作品展。約 60 点
第 9 回田園写友会写真展
2/29〜3/6［休］会期中無し［内容］街中でスナップ
撮影した約 60 点
今西ゆき ヨーロピアン伝統刺繍展
3/1〜6［休］会期中無し［内容］ヨーロッパに伝わる
伝統刺繍。会員 20 名の約 60 点
第 38 回爽画展
3/7〜13［休］会期中無し
［内容］
水彩・油彩約 100点
睦木の会、福久の会、楽彫会、仏像彫刻展
3/7〜13［休］会期中無し［内容］会員約 40 名の新
作約 70 点
水陽会グループ展
3/14〜27［休］会期中無し［内容］風景を主体に透
明水彩で彩色したスケッチ。約 500 点
彩美展
3/31〜4/3［休］会期中無し［内容］絵画。約 30 点
横浜市吉野町市民プラザ
☎243-9261 C-㉔
第 5 回光のフォトコンテスト 写真展
3/2〜6［休］会期中無し［内容］南区蒔田公園にて開
催されたイベント「第 5 回光のぷろむなぁど 2015」
の模様を題材にした写真の公募展
横浜清陵総合高校芸術表現系列・部活動作品展2016
3/8〜14［休］会期中無し［内容］芸術系列授業での、
芸術・工芸・写真の成果作品を紹介。美術部・写真部・
書道部・漫画研究部・鉄道研究同会の作品もあわせ
て展示
江影会写真展
3/15〜21［休］会期中無し［内容］会員 17 名による
課題「駅」の作品と自由作品
第 17 回南期会展
3/22〜28［休］会期中無し［内容］横浜市立南高等
学校卒業生による美術展。水彩・油彩・日本画・パス
テル・アクリル・陶芸・絵手紙等
横浜市歴史博物館
☎912-7777 B-㉕
企画展「称名寺貝塚」
1/30〜3/21［休］月曜（祝日の場合は開館、翌日休
館）
［内容］金沢区の称名寺付近にある縄文時代の貝
塚。本展では、最新の研究成果によって、称名寺貝塚
とそこで暮らした人々の姿を描き出す
横浜髙島屋美術画廊
☎311-5111 A水江東穹展2/24〜3/1
［休］
会期中無し
［内容］
日本画
豊福博 作陶展 2/24〜3/1［休］会期中無し
南繁正 作陶展 3/2〜8［休］会期中無し
山本正英展 3/2〜8［休］会期中無し［内容］洋画

山下まゆみ展
3/9〜15［休］会期中無し［内容］日本画
村上清展 3/9〜15［休］会期中無し［内容］彫刻
中里隆 作陶展 3/16〜22［休］会期中無し
関井一夫展 3/16〜22［休］会期中無し［内容］鍛金
菅原さちよ展
3/23〜29［休］会期中無し［内容］日本画
尾西楽斎 作陶展 3/23〜29［休］会期中無し
‑ 春光 ‑ 日本画四人展 3/30〜4/5［休］会期中無し
吉田幸央 作陶展 3/30〜4/5［休］会期中無し
横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A- b3
第 45 回墨泉社書作展 3/4〜8［休］会期中無し
第 35 回面友会能面展 3/24〜29［休］会期中無し
横浜美術館
☎221-0300 A- b2
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［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
の家具」の 4 つのテーマで構成
村上隆のスーパーフラット・コレクション
‑ 蕭白、魯山人からキーファーまで ‑
1/30〜4/3［休］木 曜［内 容］日 本 を 代 表 す る ア ー
ティスト、村上隆（1962 年生まれ）の現代美術を中
心とするコレクションを初めて大規模に紹介する展
覧会。圧倒的な物量と多様さを誇るコレクションか
ら「芸術とは何か？」という問いを投げ掛ける
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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

村上隆とスーパーフラット・コレクション
Photo: Kentaro Hirao

ら行
リーブギャラリー
☎253-7805 A- b3
2016 Welcome 吉田町展
2/29〜3/6［休］会期中無し［内容］水彩。30 人出展
第 15 回ふくろうの世界展
3/7〜13［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・日本画
吉田玲子展 3/14〜20［休］会期中無し［内容］油彩
佳楽田展
3/21〜27［休］会期中無し［内容］水彩・色鉛筆画
松下辰枝展
3/28〜4/3［休］会期中無し［内容］アクリル画

元永定正《さんかくさんしょくさんかさね》
1988 年／シルクスクリーン／ 49.0×68.0 ㎝

●ホームページで作品解説をご覧いただけます

横浜市民ギャラリー展覧会情報
3/1〜3/7
第 48 回 主体神奈川作家展［2F］
［主催］主体美術神奈川［内容］主体美術協会の神奈
川県近郊在住の作家展。出品者約 50 名
3/2〜3/7
第 18 回 華の墨絵会展［3FA］
［主催］華の墨絵会［内容］花鳥・風景を水墨画にて
表現し、額装・軸装 60 点展示
3/4〜3/20
横浜市民ギャラリーコレクション展 2016「風景 ‑
それぞれのまなざし」
［B1F/1F］
［主催］横浜市民ギャラリー［内容］
「風景」をキー
ワードに収蔵作品の中からセレクトした作品約 70
点を紹介
3/5〜3/6
小池研究室 27 年度卒業展覧会［3FB］
［主催］東京都市大学 小池研究室［内容］小池研究室
情報デザインの研究内容をテーマごとならべて展示
3/8〜3/14
第 33 回 神奈川県写真作家協会展［3FA］
［主催］神奈川県写真作家協会 ［内容］
「ある日 あ
る時」をテーマに、写真・全紙約 130 点展示
第 24 回 グループ欅展［3FB］
［主催］欅会［内容］欅会グループの作品発表展

横浜

や行

A-b2 ※会期・時間等は事前にご確認ください

みずゑ春季展［2FA］
［主催］爽蒼美術協会 ［内容］委員、会員による、水
彩・パステル画を展示。10 号〜40 号、約 50 点
日本丸洋画同好会 第 7 回作品展［2FB］
［主催］日本丸洋画同好会 ［内容］会員の 1 年に渡
る歩みを披露。水彩、油彩、パステル画約 60 点
3/15〜3/20
彩の会・風景画展［3F］
［主催］彩の会 ［内容］
「風景」をテーマにした水彩、
油彩、日本画、150 点を展示
浜悠書道展［2FA］
［主催］浜悠書道会［内容］
「温故知新」書の芯随とし
ての世界を白黒の表現で楽しむ。200 点
第 11 回 アトリエ・ポルト展［2FB］
［主催］アトリエ・ポルト［内容］油彩を中心に会員
の力作を披露
3/23〜3/28
第 64 回 書作展［B1F/1F/2F/3F］
［主催］横浜書作協会［内容］初歩の人から書家をめ
ざす人まで作品を発表できる書道公募展
3/30〜4/4
第 38 回 日月書道展 ( 公募 )［B1F/1F/2F/3F］
［主催］日月書道会［内容］漢詩文や和歌、俳句を題
材とした伝統的正統書大作、小品等総合展

横浜には150あまりの画廊、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 2016 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 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

mofuwa 個展
2/20〜3/4［休］2/23、3/1［内容］動物のイラスト
が中心。グッズも多数あり
kiyutoe 2 人展
2/27〜3/4［休］3/1［内容］写真（kiyu）
・イラスト
（遠江とえ）
まるちゃん企画「喫茶展」
3/5〜11［休］3/8［内容］
「喫茶」がテーマ
中谷登 個展「Made in kyoto.」
3/5〜11［休］3/8［内容］観光地としてではなく、
生活感を主点においた京都の写真
珈琲鳥子 個展 3/12〜18［休］3/15［内容］絵画
鳥海基 企画展
3/12〜18［休］3/15［内容］複数の作家による展覧会
ちくわエミル 個展
3/19〜25
［休］
3/22
［内容］
イラスト
はっとりかんな 個展
3/19〜25［休］3/22［内容］
イラスト
ファンシーショップ ときめき展
3/19〜25［休］3/22［内容］７名によるグループ展
CYON 個展 3/19〜25［休］3/22［内容］イラスト
ペン画展 ‑ 混ざる世界 ‑
3/26〜4/1［休］3/29［内容］グループ展
はやしたかえ 個展
3/26〜4/1
［休］
3/29
［内容］
イラスト
art gallery, on the wind
☎251-6937 A-③ c3
春展 2016「はらづもり展」
3/19〜27［休］3/21〜25［内 容］女 子 美 術 大 学 大
学院で日本画を学ぶ 6 人のグループ展
Art Gallery 山手
☎628-0267 A-④ b5
ポーセリンペインティング 1100 度のイングレー
ズ 絵付けのテーブルウェア−
3/2〜7［休］会期中無し［内容］様々なスタイルが楽
しめる気楽な食器の展示。絵付け工房陶彩 池田博美
テディベア 春うらら展 〜 春夏コレクション
3/24〜29［休］会期中無し［内容］テディベア作家
とテディベアの洋服テーラー作家とのコラボ展
art Truth
☎263-8663 A-⑥ b5

東川和正 作陶展 3/3〜13［休］火曜
上野謙介 個展
3/16〜21［休］会期中無し［内容］パステルやアク
リルを用いたドローイング
鳥垣英子 個展3/23〜28
［休］
会期中無し
［内容］
日本画
菊池咲 個展
3/30〜4/4［休］会期中無し［内容］動物をモチーフ
にした日本画
Art Baboo146
☎228-8146 A-⑦ b4
芸術解放区 第 4 期
2/20〜3/4［休］2/23、3/1［内容］一棟まるごと展
覧会会場として開放。様々な作家による競作
KOISHI 個展
3/5〜11［休］3/8［内容］想像上の動物をモチーフ
としたキャラクターのイラスト
1010 美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑫ b4
一森京子展 2/27〜3/13［休］水曜［内容］油彩
線 幸子展 3/26〜4/5［休］水曜［内容］綿の半立体
MZarts
☎315-2121 A-⑭ c3

川野美華展「寝静まった夜に」
3/18〜4/10［休］月曜、火曜、水曜［内容］世の中が
寝静まった頃に、ひっそりと動き出す、儚く、醜く、
愛しい生き物たちの絵画

《ろくろっ首》2014 年

エリスマン邸
☎211-1101 A-⑮ b5
横浜風景画・個展 3/5・6［休］会期中無し
第 19 回横浜いずみ陶芸学院 卒業制作展
3/11〜15［休］会期中無し
We are “なちゅフォト”Ⅱ
3/19〜21［休］会期中無し［内容］写真
花のちぎり絵作品展 3/24〜28［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
企画展・収蔵コレクション展 15「文人学者・富士川
英郎展」
1/30〜3/21［休］月曜［内容］富士川英郎（ふじかわ・
ひでお 1909〜2003）は、ドイツ文学者、比較文学
者で、鎌倉で生涯の大半を過ごした。教職の傍ら研
究にいそしみ、50 代以降は江戸漢詩の研究にも情
熱を注いだ。また豊富な読書体験にもとづく、味わ
い深い随筆を最晩年まで書き続けた。本展では、ご
遺族から寄贈された自筆資料や知友からの来簡を中
心に、93 年の生涯を全うした富士川英郎の姿を紹
介する
文学の森へ 神奈川と作家たち 第 3 部 太宰治、三島
由紀夫から現代まで
1/30〜3/21［休］月曜［内容］敗戦直後の混沌を象
徴する太宰治の死に始まり、戦後の繁栄と平和のな
か自らの虚無に殉じた三島由紀夫、そして戦後とい
う時代をエネルギッシュに駆けぬけた開高健まで、
9 人の作家を紹介。最後のコーナー「現代を表現す
る−湘南、ヨコハマ、そして郊外」では、石原慎太郎、
村上龍ら 6 人の現代作家が、同時代の神奈川を描い
た作品にもスポットを当てる
特別展「100 年目に出会う 夏目漱石」
3/26〜5/22［休］月曜［内容］没後 100 年を迎える
漱石。その作品世界と、英文学者から作家に転身し、
わずか 10 数年の創作活動のなかで数々の名作を書
き上げ、新たな文学のかたちを探る途上で倒れた、
苦闘の生涯を展覧
神奈川県立地球市民かながわプラザ
☎896-2121 C-⑤
写真集「屋須弘平ーグアテマラ 140 年のロマン」
1/23〜3/27［休］月曜（祝日を除く）
［内容］屋須弘
平（1846〜1917）は、仙台藩に生まれ、江戸・横浜
で医学・天文学等を学んだ後、天文学者を目指してメ
キシコに渡ったが、政変でやむなくグアテマラに移
住した。そこで写真術を学び写真館を開設、写真家と
しても活躍した。本展では、カメラのレンズを通して
グアテマラの人々と交流した彼の作品を紹介する
ガレリア セルテ
☎651-5471 A-㉒ b3
アーネストクラブ第 10 回サンデー会展
2/28〜3/5［休］会期中無し
プチ・パントル展
3/6〜12［休］会 期 中 無 し［内 容］
ＮＨＫ文 化 セ ン
ター・スケッチと淡彩教室展
多面体と絵画の二人展ー丸木慎一郎・幸子作品展
3/21〜27［休］会期中無し
Gallery ARK
☎681-6520 A-㉖ c4
山本冬彦推薦作家による自画像展
3/3〜12［休］会期中無し［内容］アートソムリエ山
本冬彦氏が推薦する、若手女流作家の作品
花の饗宴展
3/31〜4/9［休］日曜［内容］人気作家による、花を
題材に描いた絵画作品
ギャラリーかれん
☎543-3577 B-⑤
おんりいわん展
2/29〜3/5［休］会期中無し［内容］手織り
小さなまちの小さな平和展
3/7〜12［休］会期中無し［内容］企画展
ファブリックステンシルグループ展
3/14〜19［休］会期中無し［内容］衣服に描く型染
作品

布遊展
3/22〜26［休］会期中無し［内容］古布リメーク等
アトリエローザ帽子展
3/28〜4/2［休］会期中無し［内容］宮坂えり子作品
ギャラリー KAN
☎641-4751 A-㉙ c4

江戸ちりめんの押し絵展
2/23〜3/6［休］2/29［内容］羽子板・くま手・額に
入った作品約 25 点。明治の終わり頃のちりめんを
使って
ギャラリー伽羅
☎842-1428 C-⑥
手作りきゃら SHOP
3/1〜4/2［休］日曜、月曜［内容］着物リフォーム服・
バッグ・帯から制作の袋物・マスコット編みぐるみ・
アクセサリー・スカーフ等
ギャラリーこやま
☎545-1105 B-⑥
5 人の水彩画展
3/2〜8［休］会期中無し［内容］竹辺孝・本谷浩枝・
三宅茂・吉永孝夫・与田美智子。風景・静物・人物等
約 23 点
マクラメ 3 人展
3/11〜17［休］会期中無し［内容］熊嶋ミチ子・田中
公代・菊地佳代子。タペストリー・バッグ・アクセサ
リー等 120 点
絵＆陶（常設展）
3/21〜27［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・陶芸
ギャラリーダダ
☎461-1533 A-㉝
舘野克明 油彩画展
2/24〜3/1［休］会 期 中 無 し［内 容］国 内 外 の 四 季
折々の風景
ただすみえ猫展 3/2〜8［休］会期中無し［内容］絵画
廣田栄一 水彩画展
3/9〜15［休］会期中無し［内容］国内外の風景
石黒幸子展
3/9〜15［休］会期中無し［内容］水彩・リトグラフ
等の小品
前川蕯敏 水彩画展
3/16〜22［休］会期中無し［内容］国内外の四季の
風景
色彩豊かな色鉛筆画展
3/23〜29［休］会期中無し［内容］色鉛筆教室仲間
のグループ展
亀崎敏郎 水彩画展
3/30〜4/5［休］会期中無し［内容］にじみ、ぼかし
を生かした独特の作品
書いてみました展
3/30〜4/5［休］会期中無し［内容］硬筆を主とした
作品。約 30 人のグループ展
gallery fu
☎070-6429-8597 A-㊳ c5

東日本大震災から5年ー齋藤杏奈 個展「ノスタルジア」
3/6〜13［休］月曜［内容］福島市で生まれ育った作
家。油彩等
ギャラリーミロ
☎251-5229 A-㊴ c3
Welcome 吉田町展
2/29〜3/6［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・水
墨画・立体等。吉田町 4 画廊合同企画
伊東功 木版画展
3/7〜13［休］会期中無し［内容］静物・風景
藤茂芳枝 個展
3/28〜4/3［休］会期中無し［内容］油彩等
ギャラリー Lei OHANA
☎941-6169 B-⑪
輪蜂
3/4〜6［休］会期中無し［内容］東京オリンピック開
催を記念してのグループ絵画展
ギャルリーパリ
☎664-3917 A-㊷ b4
小堀令子展 3/11〜19［休］日曜［内容］絵画
ぎゃるりじん＆Chiyoʼ s
☎681-5900 A-㊹ c4
濱田愼吾 個展
3/1〜6［休］会期中無し［内容］平面・水彩等
かぴぱら
3/8〜13［休］会期中無し［内容］アクリル平面
秋場節子 パステル展 3/15〜20［休］会期中無し
海上文夫 陶芸展 3/29〜4/3［休］会期中無し
クロス・パティオ 緑のギャラリー ☎223-2621 A-㊻ a2
四季の花たち ‑ 染色と絵 ‑
3/17〜23［休］会期中無し［内容］染色（パネル・タ
ペストリー・ファブリック・着物・浴衣）
・絵（水彩等）
第 35 回しのの会展
3/24〜28［休］会期中無し［内容］デザイン画・織物・
水彩・写真・パステル画等

ぬのあそび
3/31〜4/6［休］会期中無し［内容］和布・いろいろ
な布を使ったバッグやその他の作品約 100 点

さ行
三溪園
☎621-0635 C-⑨
早春の所蔵品展
1/28〜3/9［休］会期中無し［内容］三溪自筆の書画
や三溪園内古建築付属の障壁画等
俳句展
3/16〜5/25［休］会期中無し［内容］投句箱によせ
られた俳句のなかから優秀作品を池田美弥子氏の画
とともに色紙に仕立て紹介
シルクセンターギャラリースペース
☎641-0840 A-

b4

池田智 写真展とリーヴ企画 6 人の作家展
3/16〜23［休］会 期 中 無 し［内 容］
「紅 の 赤」写 真・
益子焼等の陶器

た行
鶴見画廊
☎584-7208 B-⑯
福田勝 個展
3/2〜7［休］会期中無し［内容］油彩・パステル
石井行展
3/18〜24［休］会期中無し［内容］アクリル画・油彩
3B 展
3/31〜4/9［休］4/5［内容］日本画。池田美弥子・越
畑喜代美・麒麟

な行
爾麗美術
☎222-4018 A- b4
爾麗美術展Ⅲ 爾麗の始まり
2/27〜3/13［休］3/2、9［内容］伊藤久三郎（1906
−1977、平 面）
・佐 々 木 和（1951−2009、平 面）
・
四谷十三雄（1938−1963、平面）
・村上肥出夫 ( 平
面）
・鈴木正道 ( 平面）
・サレー・M・ナジーブ ( 平面）
木村文司展
3/19〜27［休］会期中無し［内容］木村文司（1948
−2009）没後 7 年展。平面

は行
BankART Studio NYK
☎663-2812 A- b3
多摩美術大学造形表現学部造形学科 ( 日本画・油画 )
卒業制作展 学外展
3/12〜21［休］会期中無し［内容］日本の美術大学
唯一の夜間学部の 4 年生 27 名による卒業制作展
万国橋ギャラリー
☎201-8103 A- b3
野口均 作陶展
3/23〜28［休］会期中無し［内容］壺・器等
f.e.i art gallery
☎325-0081 AHideharu Fukasaku Gallery Roppongi １周年記
念 深作秀春展
2/15〜3/11［休］土曜、日曜、祝日［内容］医師であ
り、多様な技法で独自の世界を描く画家でもある深
作氏の個展。ニューヨークで制作した新作が中心
長谷川純展 ‑ わたしのイコン ‑
3/22〜4/1［休］土曜、日曜、祝日［内容］聖書やギリ
シャ神話に人物を融合させたイコンスタイルの作品

ま行
みつい画廊
☎261-3721 A- c3
Welcome 吉田町展
2/29〜3/6［休］会期中無し［内容］吉田町 4 画廊合
同企画展（ギャラリーミロ・吉田町画廊・リーブギャ
ラリー・みつい画廊）
第 56 回梅香会展
3/7〜13［休］会期中無し［内容］油彩・透明水彩・
グァッシュ・アクリル・岩彩等。約 60 点
第 9 回三禄会展
3/14〜20［休］会期中無し［内容］絵画・陶芸等
碧火同好会展
3/21〜27［休］会期中無し［内容］油彩・水彩等
ami 展
3/28〜4/3［休］会期中無し［内容］デッサン・色鉛
筆等。約 30 点

みなとみらいギャラリー
☎682-2010 A- a2
海の美術館 vol.2
3/1〜6［休］会期中無し［内容］水中写真
デジタル書作家協会展
3/1〜6［休］会期中無し［内容］デジタル書道
グループ遊 洋画展 3/8〜14［休］会期中無し
報道写真家浜口タカシ 写真展 東日本大震災 3.11
から 5 年展
3/9〜14［休］会期中無し
第5回郁彩会展 3/9〜14
［休］
会期中無し
［内容］
絵画
atelier AQUAIR EXHIBITION 2016
3/15〜21［休］会期中無し［内容］鉛筆画
第 15 回フォトクラブ・アルクメデス写真展
3/15〜21［休］会期中無し
心の彩 vol.16
3/16〜20［休］会期中無し［内容］絵画・写真等
大ぞのめぐ フォトジュエリー展
3/22〜28［休］会期中無し［内容］写真＆ジュエリー
第 39 回吉岡絵画教室・宮下絵画教室 コラボ展
3/22〜28［休］会期中無し
アトリヱ陶彩館 作品展
3/24〜27［休］会期中無し［内容］陶芸
富士山 第３回フォトコンテスト入賞作品展
3/29〜4/4［休］会期中無し
まゆの会 木彫展 3/30〜4/4［休］会期中無し

や行
山手 234 番館
☎625-9393 A- b5
バラ写真展 I Love Roses 2016
2/26〜3/1［休］会期中無し
佐々木ゆう 油絵展（個展）3/3〜8［休］会期中無し
ヴィクトリアンハンドワークすみれ作品展
3/11〜15［休］会期中無し
パナソニック松寿会水彩画展
3/17〜22［休］会期中無し
第 16 回写眞撮り方教室 修了展 “あゆみ”
3/24〜29［休］会期中無し
フレミッシュ織 3/31〜4/5［休］会期中無し
山手 111 番館
☎623-2957 A- b5
光とガラスのエレガンス 2016 春〜海外コンペティ
ション入選記念展示〜
2/27〜3/2［休］会期中無し［内容］ガラス工芸
Aroma Voyage〜美術と調香の旅〜
3/4〜8［休］会期中無し［内容］絵画・エッセンシャ
ルオイル ( 香り )
フローラルパワーを感じて
3/12・13［休］無し［内容］フラワーアレンジメント
横浜開港資料館
☎201-2100 A- b4
日独修好 150 年の歴史 幕末・明治のプロイセンと
日本・横浜
2/3〜4/10［休］月曜（祝日の場合は開館、翌日休館）
［内容］幕末から明治初年の日独交流の歴史を紹介
する展示。初公開の資料も多い
横浜市泉区民文化センター テアトルフォンテ
☎805-4000 C-⑯
第 8 回泉彩の会油絵作品展
3/22〜28［休］会期中無し［内容］いずみ野コミュ
ニティハウスの絵画教室受講者の、2 年に一度の作
品発表。50〜60 点
横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場
☎771-1212 C-⑰
第 7 回木曜油彩会展
3/2〜7［休］会期中無し［内容］杉田地区センターで
活動する絵画サークル（講師：間邊典夫）の会員 15
人の油彩・水彩。約 50 点
第 14 回スリー S 写真展
3/30〜4/5［休］会期中無し［内容］メインは風景で、
スナップや花の作品もある
横浜市磯子区民ホールギャラリー
☎750-2393 C-⑱
SUN‑SUN 会 3/2〜7［休］会期中無し［内容］絵画
布遊古 絵手がみ会 3/9〜14［休］会期中無し
洋光台写真倶楽部 3/16〜21［休］会期中無し
いそかぜ書道会 3/23〜28［休］会期中無し
横浜市岩間市民プラザ
☎337-0011 C-⑲
絵画 三人展
3/22〜28［休］会期中無し［内容］
「何かが始まる」
を合言葉に制作した 5 回目のグループ展

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
第 26 回 神奈川区文化展 〜華道・手芸・陶芸〜
3/2〜7［休］会期中無し［内容］5 日、6 日の 10 時〜
15 時にお茶席あり
小林審一 写真展 〜ふりむけば・ハマ〜
3/8〜14［休］会期中無し［内容］日常のハマを気ま
まに撮った作品
堀江孝子 刺繍画展 〜思い出と共に〜
3/8〜14［休］会期中無し［内容］制作歴 60 年とな
る作家の個展
第 5 回豊栄会文化祭
3/15〜20
［休］
会期中無し
［内容］
写真・絵画・工芸・陶芸・
書道・華道等。会社OB・OGとその家族による展示会
第 6 回グループ濱 透明水彩画展
3/15〜21［休］会期中無し［内容］大倉山記念館の
教室 ( 講師：濱本博之氏 ) メンバーによる作品展
写友どんぐり 写真展 〜それぞれの記憶〜
3/23〜28［休］会期中無し
第 78 回宮墨展 〜新たな挑戦への出発〜
3/23〜27［休］会期中無し［内容］神奈川大学書道
部による作品展
第2回気楽写友会 写真展〜人生、仲間と写真がある〜
3/29〜4/4［休］会期中無し［内容］
「木曽路」をテー
マとした作品と、その他幅広いジャンルの作品
第 8 回みずき会水彩画展
3/30〜4/4［休］会期中無し［内容］羽佐間英二先生
指導による、会員 23 人の風景画約 60 点
横浜市港南区民文化センター ひまわりの郷
☎848-0800 C-⑳
アート・先生とみんなの会 手工芸作品展 2016
2/25〜3/1［休］会期中無し［内容］戸塚手工芸作家
による作品展
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 10 回写友アングル写真展
3/2〜8［休］会期中無し［内容］四季折々の自然の風
景や草花等。田中重二・石川静雄・水内万須与
伊藤純一 写真展 去り行く古豪 ‑ クモハ 12‑
3/11〜15［休］会期中無し［内容］鶴見線で 20 年前
迄走っていた古い電車の写真
( 絵画 )21 世紀の会展 春夏秋冬を描く
3/31〜4/5［休］会 期 中 無 し［内 容］風 景・静 物。日
高政広・笹平義雄・松岡暢夫
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ
☎866-2501 C-㉒
みんなの写真展
3/1〜7［休］会期中無し［内容］戸塚区民の公募展
造形教室むむてぃあ＆メイメイ会作品展
3/10〜13［休］会期中無し［内容］元気な子どもと
素敵な大人の、個性あふれるアートの展示
TOMO の会展
3/16〜21［休］会期中無し［内容］6〜20 号の水彩
約 70 点
遊美会展
3/22〜28［休］会期中無し［内容］楽しく描く事を
前提とし、めざすは「気韻生動」
彩ゆう会 水彩画展 2016
3/29〜4/4［休］会期中無し［内容］横山貴裕先生指
導の教室作品展。風景・静物・人物等約 90 点
横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-㉔
Fellow Art Gallery vol.21 飯塚二郎展
1/11〜4/17［休］3/28［内 容］障 が い の あ る ア ー
ティストたちの作品を常設展示するミニギャラ
リー。本展は、お気に入りの乗り物や身近なものを
じっくり吟味して描いたドローイング作品
ショーケースギャラリー 楊珪宋展
1/23〜3/20［休］会期中無し［内容］楊珪宋は自分
の周りの恐ろしいもの、受け入れがたいものを理解
し、受容する起点としての身体をテーマに、インス
タレーションやパフォーマンスなど様々なかたちで
作品を発表してきた。本展では、楊が近年取り組ん
でいる陶による作品の中から、肉体の一部をモチー
フにした茶器等をエントランスロビーに展示
Gallery in the Lobby 横浜市所蔵カメラ・写真コ
レクション「機能合体型カメラ」
2/27〜3/21［休］会期中無し［内容］ラジオ、化粧品、
シャープペンシルなど様々なものと合体したカメラ
を紹介

