横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ

☎866-2501 C-㉒
油彩画 三人展
4/27〜5/1［休］会期中無し
写団どんぐり第 19 回写真展
5/3〜9［休］会期中無し［内容］自然の美しさ、動植
物の生態等を切り取った写真展
第 21 回龍樹会能の面展
5/6〜9［休］会期中無し［内容］能・狂言面の展示会
第 11 回デジカメボランティア会横浜写真展
5/11〜16［休］会期中無し［内容］会員・会友の力作
約 100 点
全日本写真連盟いずみ支部 第 23 回写真展
5/17〜22［休］会期中無し
第 16 回遊友会展
5/17〜23［休］会 期 中 無 し［内 容］油 彩・水 彩。30
号から 6 号まで約 30 点
春の文化祭 戸塚文化協会「戸塚区華道協会展」
5/26〜29［休］会期中無し［内容］小作・中作・壁作
品・グループの大作品等、楽しい春のいけ花展
第 24 回戸塚フォトクラブ写真展
5/31〜6/5［休］会期中無し［内容］ネイチャー・風
景・スナップ・人物等
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
「わたしのギャラリー」作品展示中！
5/1〜31［休］5/9、10［内 容］市 民 プ ラ ザ 1 階〜3
階の真っ白な階段壁面の「わたしのギャラリー」
。1
点から気軽に展示でき、様々なジャンルの作品が出
展される。作品は随時募集
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青晴会 日本画展
4/27〜5/3［休］会期中無し
吉川かおり clay animal 展 雲の景
4/27〜5/3［休］会期中無し［内容］彫刻
小嶋悠司展
5/4〜10［休］会期中無し［内容］日本画
藤田潤 ガラス展
5/11〜17［休］会期中無し
萩焼 新庄貞嗣展
5/11〜17［休］会期中無し［内容］陶芸

菅原健彦展
5/18〜24［休］会期中無し［内容］日本画
高橋野枝展
5/18〜24［休］会期中無し［内容］彫刻
襲名記念 十四代黒田正玄展
5/25〜31［休］会期中無し［内容］竹細工（竹による
茶道具）
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
馬車道を描く日曜画家展 歴代金賞作品展
5/7〜11［休］会期中無し
横浜美術館
☎221-0300 A- b2
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池田進展
5/16〜22［休］会期中無し［内容］アクリル画
てんてん第 21 回水彩画展
5/23〜29［休］会期中無し
ふくろう会デッサン展
5/30〜6/5［休］会期中無し［内容］油彩・水彩

b3

横山晃治《川は流れて港ヨコハマ》
1990- 91 年／ゼラチン・シルバー・プリント／ 43.0×53.0cm

広告募集

「横浜画廊散歩」に広告を出してみませんか？

●ホームページで作品解説をご覧いただけます

毎月、多くの方にご愛読いただいてます。
詳しくはお問合せください。
TEL：045-315-2828

横浜市民ギャラリー展覧会情報
4/27〜5/2
第 83 回県展（公募）
［3F/2F/1F/B1F］
［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、工芸、彫刻、写真等 800 点
5/11〜5/15
第 58 回二科神奈川支部展［3F/2F/1F/B1F］
［主催］二科神奈川支部［内容］油彩画大作作品を中
心に、公募作品を含めて 170 点
5/17〜5/23
第 19 回神奈川一陽展［2F］
［主催］一陽会神奈川支部［内容］会員、同人 35 名
の絵画、版画、彫刻。30〜150 号
5/18〜5/23
10 周年記念陶研展 ( 原点会 )［1F］
［主催］陶研究会［内容］身近な草木・土・石を焼き
物に。故芳村俊一先生の展示コーナー

横浜

や行

A-b2 ※会期・時間等は事前にご確認ください

5/24〜5/30
第 46 回 彩象展［3F］
［主催］彩象美術協会［内容］日本画、洋画（10 号〜
150 号）
。約 100 点
第 30 回記念爽風展（創立 25 周年記念展）
［2FA］
［主催］爽風美術協会［内容］描いて幸せ観て幸せを
モットーの、油彩を主とした約 50 点
5/27〜5/29
YCAG ARTIST INCUBATION PROGRAM
「音の展示−水の旋律−」
［B1F］
[ 主催 ] 横浜市民ギャラリー [ 内容 ] 自然音と打楽器
のミクスチュアによる、安らぎの空間創出
5/31〜6/6
2016 年度横浜金沢写真連盟・横浜金沢観光協会公
募展［3F］
［主催］横浜金沢写真連盟［内容］国内外を対象とし
た自由作品と金沢区内で撮影された作品の写真展

5 月 1 日（日）より、横浜市民ギャラリー送迎車サービスの運行時刻が変更となります。詳しくはホームページでご案内しております。
横浜市民ギャラリーホームページ http://ycag.yafjp.org/

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3 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/
デザイン：ふじたおさむ

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

TAMAKO 企画展
5/7〜13［休］5/10［内容］イラスト。グループ展
かすだ 個展
5/7〜13［休］5/10［内容］猫のイラスト
Train - Train 展 vol.10〜4 周年記念特別展〜
5/14〜20［休］5/17［内 容］鉄 道 写 真・イ ラ ス ト・
鉄道模型・鉄道グッズ。
「Train-Train 展メモリアル」
というブースで、これまでの「Train-Train 展」の作
品も展示
Waterﬁeld 個展『北斗星・カシオペア〜その仲間
たち〜』
5/14〜20［休］5/17［内容］北斗星の歴史を振り返る
青はっと 個展
5/14〜20［休］5/17［内容］鉄道や工場の夜景など、
メカニックな部分を強調した作風の写真
籠原吉孝 個展
5/21〜27［休］5/24［内容］すべてペンキで描かれ
た作品
AAA5 周年記念展
5/21〜6/3［休］5/24、31［内容］5/28 で 5 周年。感
謝の気持ちをこめた展覧会
CYON 個展「星の追憶」
5/28〜6/3［休］5/31［内容］ドローイング・キャン
バス作品の展示。イラスト本・カンバッチ・ポスト
カード等の販売
art gallery, on the wind
☎251-6937 A-③ c3
ヨコハマ薔薇展 2016
5/7〜15［休］5/9〜13［内容］横浜市の市花「薔薇」
をテーマにした作品展
Art Gallery 山手
☎628-0267 A-④ b5
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
薫風展
5/12〜17［休］会期中無し［内容］絵画
八田富釉 うつわ展
5/19〜24［休］会期中無し［内容］信楽の土を使っ
た日常食器
art Truth
☎263-8663 A-⑥ b5
星奈緒 個展
4/27〜5/2［休］会期中無し［内容］パステル画
小田沙馥枝 個展
5/11〜16［休］会期中無し［内容］版画
河野裕子 個展
5/18〜23［休］会期中無し［内容］油彩・アクリルを
用いた花や風景
すぎうらひろあき 個展〜翼のはえた猫たち〜
5/25〜30［休］会期中無し［内容］油彩
Art Baboo146
☎228-8146 A-⑦ b4

柏崎里紗 2 人展
5/27〜29［休］会期中無し［内容］ポストカード
1010 美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑫ b4

“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
爾麗美術・1010 美術共催 ‑ 阿部守展
5/21 〜 31［休］水曜［内容］立体（鉄）
☎662-7581
馬の博物館
企画展「馬鑑 山口晃展」
3/26〜5/29［休］月曜（5/2 は開館）
［内容］山口晃
は、日本を代表する現代アーティストの一人である。
大和絵などの古典的な絵画手法を取り入れつつ、油
絵具を用いた新鮮な表現で美術界を魅了している。
本展は、自身初となる博物館での個展であり、約 12
年ぶりとなる「厩圖うまやず」の新作も披露される。
会期中、本人が登場するトークショーも開催予定
エリスマン邸
☎211-1101 A-⑮ b5
フローレンス押花展示会 5/2
アートの仲間展
5/3〜8［休］会期中無し［内容］油彩等
鈴木知子ゼミ二期生修了展
5/13〜16［休］会期中無し［内容］写真

子どもの本・九条の会原画展 / ママフェスタ
5/17〜20［休］会期中無し［内容］絵画
Studio Momo 陶芸クラブ作陶展
5/26〜29［休］会期中無し
大佛次郎記念館
☎622-5002 A-⑯ b5
磯貝宏國コレクション vol.2「鞍馬天狗ワンダーラ
ンド ‑ 昭和のあそび」
3/17〜7/10［休］月曜（5/2 は開館）
、5/6［内容］
「鞍
馬天狗」のコレクターのコレクションから、昭和の
おもちゃを中心に展示。コリントゲーム・メンコ・
日光写真等

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
（5/2 は開館）
［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余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

夏目漱石／ 1912 年 9 月

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 万点に及ぶの膨大なコレク
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
年の佐田千恵子作品。関東初の個展
宙浮く・キャンプ〜音と色のあいだ
5/7〜29［休］月曜、火曜［内容］
「音楽と色の間」を
テーマとする 8 名のグループ展。水彩・パステル・
油彩・アクリル等
ガレリア セルテ
☎651-5471 A-㉒ b3

ギャラリー伽羅
☎842-1428 C-⑥
手作りきゃら SHOP
5/6〜5/14［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
物地ハギレ等
ご近所のアーティスト展 vol.19
5/17〜5/28［休］月曜［内容］木版画・水墨画・色鉛
筆画・油彩・ちぎり絵・パステル画。7 人の作品
第 25 回大矢健 油彩風景画展
5/31〜6/5［休］会期中無し［内容］旅や散策中に出
会った、心動かされた風景。約 20 点
ギャラリーこやま
☎545-1105 B-⑥
木版画＆七宝・陶〈常設展〉
5/11〜17［休］会期中無し［内容］木版画・七宝（額
絵や飾り皿）
・陶（透かし彫りランプやコンポート）
油絵作品展
5/21〜27［休］会期中無し［内容］花・静物・風景等
の油彩 22 点。関昭子・田口晴美・田中征子・田中ス
エ子・村井典子
ギャラリーダダ
☎461-1533 A-㉝
透明水彩で描く風景画展
4/27〜5/3［休］会期中無し［内容］青木美和教室で
学んだことを生かして
田中喜芳「シャーロックホームズ／ヨコハマ／イギ
リス展Ⅴ」
5/4〜10［休］会期中無し［内容］横浜や「ホームズ
物語」ゆかりの英国風景を描いた細密画
吉田掬江人形教室 生徒展
5/4〜10［休］会期中無し［内容］布のもつ暖かさと
優しさを軸に、人形を創作
梢ファンタジーフラワー展
5/11〜17［休］会期中無し［内容］ドライフラワー等
青の会展
5/11〜17［休］会期中無し［内容］油彩を楽しむ仲
間の作品
大坪和廣 個展
5/18〜24［休］会期中無し［内容］国内外の風景画
彦坂陞 個展
5/25〜31［休］会期中無し［内容］リトグラフ等
イマノマサコ 水彩画展
5/25〜31［休］会期中無し［内容］身近な風景・静物・
花等
gallery fu
☎070-6429-8597 A-㊳ c5
特別展「mother」
5/3〜15［休］月曜［内容］5 月 8 日の母の日にちな
み、女性アーティスト 11 名による「母性」をテーマ
とした特別展
マサノスケ「ペインティング ガッシュ」
5/24〜29［休］会期中無し［内容］杉本将丈（マサノ
スケ）個展。ガッシュを用いた、流動性や即興性を発
揮した作品。静物・人物が中心

第 19 回遊濱会展
5/23〜29［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・日本画
Gallery ARK
☎681-6520 A-㉖ c4
岡田高弘展
5/12〜21［休］日曜［内容］油彩等。白日会所属作家
寺久保文宣展
5/26〜6/4［休］日曜［内容］油彩等。白日会所属作家
ギャラリーかれん
☎543-3577 B-⑤
竹内康子展
5/9〜14［休］会期中無し［内容］油彩
やもりの手展
5/16〜21［休］会期中無し［内容］アクセサリー・
バッグ・染・織・花・版画等
加藤香保里・平沢みゆき展
5/23〜28［休］会期中無し［内容］鞄・服
大倉山クラフトワーク展
5/30〜6/4［休］会期中無し［内容］木工・ガラス等
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

鶴見画廊
☎584-7208 B-⑯
第 23 回コスモス会展
5/25〜30［休］会期中無し［内容］油彩。鶴見区在住
メンバーのグループ展

互人会展
5/9〜15［休］会期中無し［内容］版画・水彩・油彩
等約 50 点
萌木会作品展
5/16〜22［休］会期中無し［内容］油彩・スケッチ等
約 40 点
宮口一良 個展
5/23〜29
［休］
会期中無し
［内容］
水彩等約25点
（1F）
宮口一良と諸先生と親しき画友の絵画展
5/23〜29［休］会期中無し［内容］水彩等 30 点（2F）
みなとみらいギャラリー
☎682-2010 A- a2
辰己組きり絵展
4/26〜5/2［休］会期中無し
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
Computer Graphics Garden
5/3〜9［休］会期中無し［内容］コンピューター・グ
ラフィック・アート
第 5 回依田紀子 水彩スケッチ展
5/3〜9［休］会期中無し［内容］絵画
陶作品展「耳をすまして…Ⅱ」
5/4〜9［休］会期中無し
横浜パレットクラブ展
5/10〜16［休］会期中無し［内容］絵画
土と炎から創まれた花・人形たち
5/11〜15［休］会期中無し［内容］粘土で作った人
形・花・オブジェ等
慈翆会仏画展
5/17〜23［休］会期中無し
ヨコハマ・ハッセルブラッド・フォトクラブ 第 11
回写真展「自然の中で」
5/17〜23［休］会期中無し
幸せを奏でるキルト＆クラフト作品展
5/17〜23
［休］
会期中無し
［内容］
パッチワークキルト
2016 ぱんせ展
5/24〜30［休］会期中無し［内容］絵画
森井幸子展
5/24〜30［休］会期中無し［内容］絵画
横浜国際さつき協会展
5/27〜29［休］会期中無し［内容］さつきの盆栽
みんなでつくる海の写真展〜伊豆海洋公園の海〜
5/31〜6/5［休］会期中無し［内容］海中写真

な行

や行

仲通りギャラリー
☎211-1020 A- b3
山浦薫展
5/16〜21［休］会期中無し［内容］平面約 20 点
爾麗美術
☎222-4018 A- b4
第 10 回・春 黒騎士展
4/29〜5/15［休］5/7［内 容］
①4/29〜5/6 黒 騎 士
会会員・永田晶彦 個展。
②5/8〜5/15 黒騎士展（黒
騎士会会員作家のグループ展）
〈鐡〉
・阿部守展
5/20〜31［休］5/25［内容］
〈鐡の作家〉1010 美術
（3F）と共催

山手 234 番館
☎625-9393 A- b5
ガラス絵ビードロ展 4/28〜5/3［休］会期中無し
第 3 回童画展 5/5〜10［休］会期中無し
国際交流活け花＠横浜 Less is More
5/13〜17［休］会期中無し［内容］山手地区外国人
たちによる活け花
MUK 写真展＋１
5/19〜24［休］会期中無し
第 5 回ラストガスプ
5/26〜31［休］会期中無し［内容］絵画
山手 111 番館
☎623-2957 A- b5
YCAC 作陶展
4/29〜5/4［休］会期中無し
さくらん布ぞうり・ハワイアンリボンレイ・茶箱展
5/7〜10［休］会期中無し
ORIME
5/13〜18［休］会期中無し［内容］染色作品
Atelier Moet 装花展
5/20〜25［休］会期中無し
遠藤あんり 作品展
5/27〜6/1［休］会期中無し［内容］イラスト原画
横浜赤レンガ倉庫 1 号館
☎211-1515 A- a3
赤レンガクラフトフェスタ 2016
同時開催第 4 回 TDA テキスタイルフェスタ
4/28〜5/1［休］会期中無し［内容］全国の工芸家・
工房の作品を広く紹介する工芸展。木工・ガラス・
陶芸・ビーズ・革工芸・布織物・編み物・染め物・和紙・
プリザーブドフラワー・押し花・絵画・各種アクセ
サリー等。実演や制作体験も実施。オリジナルな布
製品を展示・販売する TDA テキスタイルフェスタ
を同時開催

春虹会展 書の楽しさを味わう
5/27〜29［休］会期中無し
ギャルリーパリ
☎664-3917 A-㊷ b4
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
櫻井伸也展
5/13〜21［休］日曜［内容］平面絵画
鈴木たか子展
5/23〜28［休］会期中無し［内容］日本画
ギャルリーぷち
☎251-5487 A-㊸ c3

青木百合子展
5/25〜30［休］会期中無し［内容］油彩
クロス・パティオ 緑のギャラリー ☎223-2621 A-㊻ a2
第 13 回 iARTS 神奈川展
5/5〜11［休］会期中無し［内容］水彩・パステル・
日本画。約 40 点
風クラブ
5/19〜25［休］会期中無し［内容］風景水彩画
CoZA の間
☎831-5127 C-⑧
「土と火の旋律」新井享暁 作陶展
5/15〜22［休］会期中無し［内容］使いやすさと使
う楽しさを、同時に追求したふだん使いの食器

さ行
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 点を紹介

た行

は行
マサノスケ《イエローバスケット》2015 年／ガッシュ

ギャラリーミロ
☎251-5229 A-㊴ c3
二つの個展 島真弓・島和子
5/9〜15［休］会期中無し［内容］母娘による二つの
個展。オブジェ（島真弓）油彩・水彩（島和子）
蒼秀会 日本画展
5/16〜22［休］会期中無し［内容］ハマ展日本画部
会員のグループ展
遠藤美南 個展
5/23〜29［休］会期中無し［内容］陶芸。
「毎日の器」
がテーマ
ギャラリー Lei OHANA
☎941-6169 B-⑪
花と動物たち展〜Nature of the Earth〜
5/19〜22［休］会期中無し［内容］いけばな＋絵画
と写真 コラボレーション

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
川﨑文雄 彫刻展 5/4〜10［休］会期中無し
f.e.i art gallery
☎325-0081 A沢村澄子 ‑happened‑
5/9〜27［休］土曜、日曜［内容］祈り・喜びをテーマ
とした書作品
FEI ART MUSEUM YOKOHAMA
☎411-5031

A-

沢村澄子 ‑happened‑
5/10〜28［休］月曜［内容］書。近年 10 年間で書き
続けられた「いろは歌」シリーズの大作

ま行
みつい画廊
☎261-3721 A- c3
内山巴里 個展
4/25〜5/1［休］会期中無し［内容］油彩約 25 点

横浜開港資料館
☎201-2100 A- b4
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
横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場
☎771-1212 C-⑰
あじさい写真クラブ・写真展
5/18〜24［休］会期中無し
磯子写友会 第 12 回定期写真展
5/25〜31［休］会期中無し［内容］会員と講師によ
る年 1 回の定期写真展
横浜市磯子区民ホールギャラリー
☎750-2393 C-⑱
鎌倉彫同好会
4/26〜5/1［休］会期中無し［内容］鎌倉彫
横浜ズーミング倶楽部
5/3〜8［休］会期中無し［内容］写真
磯子地域ケアプラザデイサービス絵画教室
5/10〜15［休］会期中無し［内容］絵画
あしたば
5/17〜22［休］会期中無し［内容］絵画
アート・クルー
5/24〜29［休］会期中無し［内容］絵画
いそご地域活動フォーラム
5/31〜6/5［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
6 人の侍の集団個展
5/3〜9［休］会期中無し［内容］写真
楽しい絵手紙 さんかく展 〜絵手紙研究会 花水木〜
5/3〜9［休］会期中無し［内容］絵手紙始めて 22 年、
いっしょに歩んだ 3 人の作品展
21 美術神奈川支部展 ( 新規第 4 回展 )
5/10〜15［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・日本
画・鉛筆画等
第 20 回フォトクラブ四季 写真展〜四季のハーモ
ニー〜
5/10〜15［休］会期中無し［内容］四季折々の花や
風景の移ろいを、カメラを通して楽しんでいる写真
愛好家の作品
放射線像・写真展〜見えないなら見えるようにすれ
ばいい。
〜
5/20〜22［休］会期中無し［内容］物言わぬはずの
植物や魚が、静かに語りかけてくる。次世代に捧げ
る祈り
第 9 回熊谷組悠友会横浜支部 悠友展
5/24〜30［休］会期中無し［内容］会社 OB および縁
故者による、ジャンルを問わない多岐にわたる作品
第 4 回みずのえ会展 〜水彩同好会〜
5/24〜30［休］会期中無し［内容］平成 20 年に寿楽
荘 ( 菊名 ) で発足した同好会のグループ展
第 24 回チャーチル会ヨコハマ絵画展
5/31〜6/6［休］会期中無し［内容］全国 50 都市に
姉妹会を持つ絵画同好会。油彩・水彩等約 90 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
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
郷右近健二 絵画展〜横浜百景〜
5/5〜17［休］会期中無し［内容］鶴見の絵を中心に
横浜の失われゆく景色を描き留める
鶴見フォトクラブ第 4 回写真展
5/19〜25［休］会期中無し［内容］会員 25 名による
自由作品 50 点を半切で展示
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ
☎866-2501 C-㉒
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

