横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-㉔
第 11 回サンデーパレット合同展
4/26〜5/1［休］会期中無し［内容］油彩・水彩。会
員 18 名による約 45 点
四季の会 絵画展
4/27〜5/1［休］会期中無し［内容］油彩・水彩等。
1 年間の成果発表。約 60 点
横浜市吉野町市民プラザ
☎243-9261 C-㉔
如月会 水彩画展
4/1〜3［休］会期中無し
横浜市歴史博物館
☎912-7777 B-㉕
企画展「君も今日から考古学者！ ‑ 横浜発掘物語
2016‑」
4/2〜6/5［休］月曜（祝日の場合は開館、翌日休館）
［内容］考古学者が土器や石器などの、どの部分に注
目して、原始・古代の横浜の人々の暮らしを調べて
いるのかについて実際の資料をもとに紹介
横浜髙島屋美術画廊
☎311-5111 A‑ 春光 ‑ 日本画四人展
3/30〜4/5［休］会期中無し
𠮷田幸央 作陶展
3/30〜4/5［休］会期中無し
十四代 今泉今右衛門展
4/6〜12［休］会期中無し［内容］陶芸
川上清美展
4/13〜19［休］会期中無し［内容］陶芸
大見伸展
4/13〜19［休］会期中無し［内容］洋画
栗原一郎展
4/20〜26［休］会期中無し［内容］洋画
灰原愛展
4/20〜26［休］会期中無し［内容］彫刻
青晴会 日本画展
4/27〜5/3［休］会期中無し
吉川かおり展
4/27〜5/3［休］会期中無し［内容］彫刻
横浜都市発展記念館
☎663-2424 A- b4
横浜・山下公園 ‑ 海辺に刻まれた街の記憶 ‑
4/16〜7/3［休］月曜（祝日の場合は、翌平日［内容］
)
関東大震災の復興公園として昭和 5（1930）年に開
園した山下公園。その「憩いのウォーターフロント」
としての歴史を振りかえる
横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A- b3
第 24 回神奈川淡彩画会展
4/14〜19［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
New Artist Picks 荒木悠展 複製神殿
2/26〜4/3［休］木曜［内容］New Artist Picks は、
将来活躍が期待される若手作家を紹介する、年 1 度
開催の展覧会。荒木悠（1985 年生まれ）は、アジア
や欧米各地に滞在し、そこで出会った地域の歴史や
食文化を切り口とした、史実と個人史の折り重なる
映像作品を制作してきた。本展では、アメリカの地
方都市ナッシュビルとギリシャの首都アテネにあ
る「パルテノン神殿」を題材にした新作の映像イン
スタレーションを発表する
富士ゼロックス版画コレクション × 横浜美術館
複製技術と美術家たち ‑ ピカソからウォーホルまで
4/23〜6/5［休］木 曜（5/5〔祝〕は 無 料 開 館）
、5/6
［内容］写真印刷や映像などの「複製技術」が発達・
普及し、誰もが複製を通して美術を楽しむことがで
きる時代に、20 世紀の欧米を中心とする美術家た
ちが、どのような芸術のビジョンをもって作品をつ
くっていったのかを検証する。約 400 点
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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

パウル・クレー《ホフマン的な場面》1921 年
富士ゼロックス版画コレクション

ら行
リーブギャラリー
☎253-7805 A- b3
松下辰枝展
3/28〜4/3［休］会期中無し［内容］アクリル画
石田象童展（同時開催 失語症の方の書道教室展）
4/4〜10［休］会期中無し［内容］書
さくら展
4/11〜17［休］会期中無し［内容］油彩・水彩
木村不二雄展
4/18〜24［休］会期中無し［内容］草木染

宮本昌雄《横浜山手春秋譜》
1979 年／紙本着彩／ 182.5×227.7cm

●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
3/30〜4/4
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
4/5〜4/11
第 12 回彩時記［3F］
［主催］日本風景写真協会神奈川支部［内容］今年度
は「花のある風景」をテーマにした作品が 120 点中
半数出展
4/6〜4/10
福島桜紀行［B1F］
[ 主催 ] 短編映画「福島桜紀行」制作・上映プロジェ
クト [ 内容 ] 東日本大震災以後の福島県内を桜前線
と共に移動しながら、桜のある風景と桜に思いを寄
せる人々の声を集めた短編ドキュメンタリーの上
映。写真・紀行文の展示も
4/12〜4/17
第 38 回浜美術連盟絵画展［3F］
［主催］浜美術連盟［内容］市内サークル 5 団体の集
まりです。油彩、水彩 150 点

横浜

や行

A-b2 ※会期・時間等は事前にご確認ください

第 33 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、陶磁、能面、緒工芸など 80 点の総合展示
4/19〜4/25
第 40 回絵の仲間光彩会展［3F］
［主催］絵の仲間光彩会［内容］会員約 50 名が水彩で
描いた風景画、F6 号〜F30 号の展示。約120 点
2016 春季 JAG 展［2F］
［主催］特定非営利活動法人日本芸術家協会［内容］
描くことの楽しさ、創造することの喜びを大切に制
作。約 90 点
小川勝久フォトアートグループ展［1F］
［主催］小川勝久フォトアート［内容］デジタルフォ
トアートの自由な表現による創作品 51 点
4/27〜5/2
第 83 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、写真等 800 点

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 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

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 山手
☎628-0267 A-④ b5
毛利元郎展 イタリアの物語
4/1〜10［休］会期中無し［内容］油彩・風景画

《LA VITA A PERUGIA ペルージャの日々》2015 年

猫の展覧会
4/27〜5/10［休］会期中無し［内容］猫をモチーフ
にした絵画
（版画・日本画・水彩・アクリル・パステル）
とガラス・樹脂粘土工芸作品
art Truth
☎263-8663 A-⑥ b5
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
牧岡良 個展
4/7〜17
［休］
火曜
［内容］
墨と水彩絵の具を用いた作品
清水今日子 個展
4/20〜25［休］会期中無し［内容］動物などをモチー
フにしたアクリル画
星奈緒 個展
4/27〜5/2［休］会期中無し［内容］パステル画
旭ギャラリー
☎955-3388 C-②
花を描く絵画展
4/1〜24［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・パス
テル画。約 30 点
1010 美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑫ b4
線 幸子展 3/26〜4/5［休］水曜［内容］綿の半立体
“Bleu de la Bleu” ‑ それぞれの青 ‑
4/23〜5/3［休］4/27［内容］油彩・アクリル。石黒
元嗣・小姓堂智勝
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
エリスマン邸
☎211-1101 A-⑮ b5
モノクロームの記憶
4/1〜6［休］会期中無し［内容］写真
安土陶芸教室展覧会 4/8〜12［休］会期中無し
〜真綿のドレス〜 糸遊 ( いとゆう ) 作品展
4/21〜26［休］会期中無し
パッチワーク・キルト展 4/28〜30［休］会期中無し

か行
神奈川近代文学館
☎622-6666 A-⑰ b5
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
ナショナル ジオグラフィック展 ‑ 写真で伝える地
球の素顔 ‑
4/15〜7/3［休］月曜（祝日は開館）
［内容］180 カ国
以上で読まれる世界で最も著名な雑誌のひとつ、ナ
ショナル ジオグラフィック誌。本展は世界有数の写
真家たちが捉えた1100万点に及ぶ膨大なコレク
ションの中から、美しく迫力溢れる作品を厳選し、冒
険・探検の記録、大自然の驚異、科学技術、異国の暮ら
しなどのテーマに分けて構成する。誌面を飾った数少
ない日本人写真家、岩合光昭、野町和嘉の作品も展示

カフェ・ギャラリーリンデン
☎532-5288
ちえこおばちゃんの木彫展
4/16〜5/1［休］月曜、火曜［内容］円空彫に入門 26
年の佐田千恵子。関東初の個展
ガレリア セルテ
☎651-5471 A-㉒ b3

第 17 回グルッポピーノ水彩画展
4/3〜9［休］会期中無し［内容］NHK 文化センター
水彩画教室展
金野圭助 個展
4/10〜16［休］会期中無し［内容］油彩・水彩
第 54 回ロータリアン展
4/18〜23［休］会期中無し［内容］ロータリークラ
ブ会員の作品展
Gallery ARK
☎681-6520 A-㉖ c4
花の饗宴展
3/31〜4/9［休］日曜［内容］人気作家による、花が
題材の絵画
梅野顕司展
4/14〜23［休］日曜［内容］独立の会員、梅野先生に
よる水彩展
ギャラリーかれん
☎543-3577 B-⑤
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
手織り物をとおしてタイ農村の人々とつながる会展
4/4〜9［休］会期中無し［内容］手織り小物等
石の作品展
4/11〜16［休］会期中無し［内容］石工房磊造
石山修展
4/18〜23［休］会期中無し［内容］友禅染
楽々手作り会
4/25〜30［休］会期中無し［内容］バッグ・小物等
ギャラリー KAN
☎641-4751 A-㉙ c4
風薫る五月「春の創作展」
4/19〜5/1［休］4/25［内容］革工芸・ビーズアクセ
サリー・和の細工物・古布材料等。8 人のグループ展
ギャラリー伽羅
☎842-1428 C-⑥
手作りきゃら SHOP
4/1〜28
［休］
日曜、
月曜
［内容］
着物リフォーム服・バッ
グ・ポーチ・編みぐるみ・アクセサリー・着物地ハギレ
ギャラリーこやま
☎545-1105 B-⑥
書を楽しむ 第 14 回青新書道会習作展
4/1〜7［休］会期中無し［内容］茶掛・軸物・額・パ
ネル等34点。
村井勝岳・阿部結花・泉草花・荻原桂泉・
村井綾ら 17 名
押し花・グラスアート展
4/11〜17［休］会期中無し［内容］押し花の額絵・グ
ラスアートの絵・写真立て等、約 50 点。山本百合恵・
芦澤ヨネ子・上野文子・木村紀子ら 13 名
桜彩作品＆陶芸展
4/21〜27［休］会期中無し［内容］花の絵を主に、小
作品・花入れ・皿・めし碗等
ギャラリーダダ
☎461-1533 A-㉝
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
facebook yokohama 展
4/6〜12［休］会期中無し
湘風会洋画小品展
4/13〜19［休］会期中無し［内容］会員による年に
一度の小品展
小林久夫 水彩画展
4/20〜26［休］会期中無し［内容］四季折々の風景画
長富理子 水彩画展
4/20〜26［休］会期中無し［内容］美しい花を独特
の表現法で
透明水彩で描く風景画展
4/27〜5/3［休］会期中無し［内容］青木美和教室の
生徒展
gallery fu
☎070-6429-8597 A-㊳ c5
宇田奈緒 版画展
4/1〜10［休］月曜［内容］国内外でのアーティスト
レジデンスに参加、数カ国で個展・グループ展を開
催してきた作家の個展

ギャラリーミロ
☎251-5229 A-㊴ c3
藤茂芳枝 個展
3/28〜4/3［休］会期中無し［内容］油彩等
第 8 回グループ “虹” 展
4/4〜10［休］会期中無し［内容］水彩・スケッチ
広田隆子展
4/11〜17［休］会期中無し［内容］水彩。花・果物・
野菜等を描く
墨麗（スミレ）会 水墨画展
4/18〜24［休］会期中無し
ギャラリー Lei OHANA
☎941-6169 B-⑪
Early Season
4/27〜29［休］会期中無し［内容］手作りアクセサ
リー展
ギャルリーパリ
☎664-3917 A-㊷ b4
元永紅子展
4/5〜16［休］日曜［内容］平面絵画・コンテンポラ
リージュエリー
柵瀨茉莉子展
4/18〜27［休］日曜［内容］インスタレーション・
立体作品
ティンガ・ティンガ 原画展
4/29〜5/8［休］会期中無し［内容］アフリカンアー
ト・雑貨
ぎゃるりじん＆Chiyoʼ s
☎681-5900 A-㊹ c4

爾麗美術
☎222-4018 A- b4
野中京子・野中英和展
4/2〜17［休］会 期 中 無 し［内 容］平 面。野 中 京 子
（1948−2014 詩人・画家）没後 1 年の二人展
Rocco's ロコ . サトシ Spring TRi - Angle 展
4/19〜24［休］会期中無し［内容］平面・立体。岩崎
ミュージアム同時開催
第 10 回・春 黒騎士展
4/29〜5/15［休］5/7［内容］4/29〜5/6 永田晶彦
個展。5/8〜5/15 黒騎士展

さ行

《cube cosmos》2015 年

は行
万国橋ギャラリー
☎201-8103 A- b3
佐藤昭子・大村潤子 2 人展
4/27〜5/2［休］会期中無し［内容］絵画・陶芸
f.e.i art gallery
☎325-0081 A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
山本秀夫 ‑cosmos‑
4/11〜28［休］土曜、日曜、祝日［内容］深遠な宇宙
空間を感じられると共に鑑賞者の内なる世界へも
誘ってくれる陶作品

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
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

三溪園
☎621-0635 C-⑨
俳句展
3/16〜5/25［休］会期中無し［内容］投句箱によせ
られた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
そごう美術館
☎465-5515 Aあそぶ浮世絵 ねこづくし
4/2〜5/8［休］会期中無し［内容］今も昔も世界中
で愛される猫。日本有数の浮世絵コレクションとし
て知られる平木浮世絵財団の所蔵品から、歌川国
芳、歌川広重、月岡芳年などが手掛けた猫の登場す
る約 140 点

歌川広重《にゃん喰渡り》天保 13（1842）年頃

た行
鶴見画廊
☎584-7208 B-⑯
3B 展
3/31〜4/9［休］4/5［内容］日本画 3 人展。池田美
弥子・越畑喜代美・麒麟
寿楽彩・喜寿展
4/14〜19［休］会期中無し［内容］今年喜寿を迎え
る 4 名と、その予備軍の方達によるグループ展

な行
仲通りギャラリー
☎211-1020 A- b3
山本裕子展
4/4〜9［休］会期中無し［内容］平面・立体約 20 点。
新制作出品
日本郵船歴史博物館
☎211-1923 A- b3
日本郵船創業 130 周年記念特別展「モノはこびの
未来へ ‑ 海運の明日に向かって舵をきる。‑」
2/4〜4/17［休］月曜（祝日の場合は翌平日）
［内容］
日本郵船の技術研究開発の歴史とともに、
『モノは
こび』の未来へ向けた 積極的なチャレンジを模型
やパネル、映像などを用いて紹介

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA

☎411-5031

A-

Hideharu Fukasaku ‑ 旅の軌跡 ‑ 展
3/26〜4/10［休］月曜［内容］眼科外科医として医
学を究めると同時に、芸術家活動を展開する深作秀
春氏の個展。ニューヨークでの最新作と旅の軌跡
横浜プライマリーアート展
4/16〜21［休］月曜［内容］ヨコハマ★カイコウ記
念 湘南美術学院の講師・OB/OG による作品展
放送ライブラリー
☎222-2828 A- b4
ウルトラマン 時を超える珠玉のストーリー展 〜未
来へ繋ぐメッセージ〜
2/19〜4/30［休］月曜（祝日の場合は翌平日）
［内
容］ウルトラマンシリーズ放送開始 50 年を記念し
て開催する、初代『ウルトラマン』に焦点を当てた
企画展。
『ウルトラマン』全 39 話を１話ずつ振り返
り、各話に登場した個性的な怪獣たちの立像やミニ
チュア、シーン再現ジオラマ、メカ、基地などを展
示し、ストーリーの魅力を紹介する

ま行
みつい画廊
☎261-3721 A- c3
第 4 回 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
中村好至恵展
4/4〜10
［休］
会期中無し
［内容］
水彩。山の絵等約40点
松本幾子展
4/11〜17［休］会期中無し［内容］墨彩画。約 30 点
フラウ展 みつい画廊企画
4/18〜24
［休］
会期中無し
［内容］
油彩・水彩等。約40点
内山巴里 個展
4/25〜5/1［休］会期中無し［内容］油彩。約 25 点
みなとみらいギャラリー
☎682-2010 A- a2
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
第 22 回碧い水展
4/5〜10［休］会期中無し［内容］絵画
浅井ミツヒロ展
4/5〜11［休］会期中無し［内容］絵画
水曜会 絵画展
4/12〜18［休］会期中無し

HIKARIE・絵
4/12〜18
［休］
会期中無し
［内容］
絵画
よみがえれ 魚たちよ !!
4/12〜17［休］会期中無し［内容］魚拓
「吉田泰巳とその仲間たち」のいけばな展
4/19〜25［休］会期中無し
第 48 回二科会写真部神奈川支部公募展
4/21〜25［休］会期中無し
辰己組きり絵展
4/26〜5/2［休］会期中無し［内容］切り絵
美術団体等迦会 第 22 回横浜支部展
4/26〜5/1［休］会期中無し［内容］絵画
アトリエ作品展
4/29〜5/1［休］会期中無し［内容］絵画

や行
山手 234 番館
☎625-9393 A- b5
フレミッシュ織
3/31〜4/5［休］会期中無し
イラスト・絵画・装幀「小林めいきパステル画展」
4/7〜12［休］会期中無し
ゆかいな仲間
4/14〜19［休］会期中無し［内容］水彩
フォークアートペインティングの家具たち
4/21〜26［休］会期中無し［内容］白木・家具等の
絵付け
ガラス絵ビードロ展
4/28〜5/3［休］会期中無し
山手 111 番館
☎623-2957 A- b5
木象嵌を楽しむ会作品展
4/1〜6［休］会期中無し
水彩画展 freischwimmer
4/8〜12［休］会期中無し
甦る絵画
4/15〜17［休］会期中無し［内容］美術保存修復展
アンサンブル・ガーデン
4/22〜27［休］会期中無し［内容］絵画・人形展
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
ハマの大地を創る ‑ 吉田新田から近代都市へ ‑
4/15〜7/18［休］月曜（祝日の場合は開館、翌日休
館）
［内容］横浜市域の中心部は、かつて元町から北
へと伸びる横浜村の砂州と、それによって東京湾と
区切られていた入海であったが、江戸時代の新田開
発により耕地へと変わった。本企画展では、こうし
た 17 世紀半ばから明治初年までの約 200 年間にわ
たる入海→新田→近代都市という横浜都心部の景
観の変貌について、その起点となった吉田新田の開
発を中心に紹介する

《新鐫横浜全図》明治 3 年 (1870) ／横浜開港資料館蔵

横浜市泉区民文化センター テアトルフォンテ
☎805-4000

緑園書道教室の作品展
4/5〜11［休］会期中無し
横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場

C-⑯

☎771-1212 C-⑰
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
樹の会 同窓会展
4/7〜10［休］会期中無し［内容］透明水彩・アクリ
ル水彩・油彩・オブジェ等の抽象・具象・心象画
第 11 回 YOKOHAMA「星団」写真展
4/13〜19［休］会期中無し［内容］共同個展

第 30 回記念 金沢区書道協会展
4/20〜26［休］会期中無し［内容］金沢区で書道を
愛好している 50 人の作品
横浜市磯子区民ホールギャラリー
☎750-2393 C-⑱
絵てがみ布遊古会
4/5〜10［休］会期中無し［内容］絵手紙
ジャパンケア横浜滝頭デイサービス
4/12〜17［休］会期中無し［内容］書・工作・ちぎり
絵・絵手紙
MINT HOUSE
4/19〜24［休］会期中無し［内容］シャドーボックス
鎌倉彫同好会
4/26〜5/1［休］会期中無し［内容］鎌倉彫
横浜市岩間市民プラザ
☎337-0011 C-⑲
写真展 “四季の彩り”
4/5〜10［休］会期中無し［内容］半切、A3 ノビ写真
42 点
第 21 回かもがわ絵画教室作品展
4/12〜17［休］会期中無し［内容］油彩を中心とし
た生徒作品
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、その他自由作品
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
横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール
☎511-5711 B-㉒
( 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］横浜その他の地
方の風景・静物
「アイディアはがき」展
4/9〜10［休］会期中無し
ようこそよこはまへ南国の美しき宮古島諸島
4/13〜19［休］会期中無し
ハーモニー展
4/27〜5/3［休］会期中無し［内容］現代パステル協
会会長、岩井弘則先生に教わる仲間の作品展
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ
☎866-2501 C-㉒
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
第 13 回三彩会展 ( 水彩 ) 4/5〜11［休］会期中無し
恒陽彩会 舞岡グループ 水彩画展
4/6〜10［休］会期中無し［内容］四季の風景彩りを
表現
エターナル アート モザイク展
4/14〜18［休］会期中無し［内容］モザイク作品
日本画作品の発表展
4/19〜25［休］会期中無し［内容］楽しく描きなが
ら「気韻生動」をめざす
第 29 回いずみ画好会展
4/26〜5/2［休］会期中無し［内容］静物・人物・野
外スケッチ
油彩画三人展
4/27〜5/1［休］会期中無し
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。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
彩美展
3/31〜4/3［休］会期中無し［内容］絵画。約 30 点
第 3 回森村学園中高等部美術部 展覧会
4/1〜3［休］会期中無し［内容］様々な個人作品と
インスタレーション。約 100 点
藍 書道の会展
4/1〜3［休］会期中無し［内容］新横浜・妙蓮寺・篠
原・三軒茶屋の 4 教室による初書道展。子ども達の
書初め作品等約 100 点
アートユニオン青葉 合同作品展
4/5〜17［休］4/11［内 容］絵 画・写 真 な ど ア ー ト
を楽しみ創造する「地域 8 グループ」による合同展。
約 350 点

