横浜市吉野町市民プラザ
☎243-9261 C-㉔
梨の会展
6/14〜20［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・版画
第 45 回書画小品展
6/23〜26［休］会期中無し［内容］文化書道神奈川
県連合会の恒例展。西脇呉石先生の書風を継承した
会員錬成の成果を展示
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等の、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
企画展「楽しい浮世絵ヒストリー−丹波コレクショ
ンの世界」
6/18〜7/10［休］月曜［内容］横浜で貿易商を営ん
だ丹波恒夫氏が 70 余年をかけて収集した浮世絵コ
レクション「丹波コレクション」
（神奈川県立歴史博
物館所蔵）
。6000 点余点から厳選した作品により、
17 世紀末の黎明期から明治時代にいたるまでの浮
世絵の歴史を辿る
横浜髙島屋美術画廊
☎311-5111 A第 8 回悠游会展
6/1〜7［休］会期中無し［内容］彫刻・工芸
河村喜平展
6/1〜7［休］会期中無し［内容］陶芸
Timeless 2016 伝統の展開とその美意識
6/8〜14［休］会期中無し［内容］平面
西中千人展
6/15〜21［休］会期中無し［内容］硝子
山﨑鈴子展
6/15〜21［休］会期中無し［内容］日本画
漆 × 竹 若宮隆志・田辺小竹展 ‑ 禅 ‑
6/22〜28［休］会期中無し
小野直子展
6/22〜28［休］会期中無し［内容］彫刻
武腰一憲展
6/29〜7/5［休］会期中無し［内容］陶芸
吉田伊佐展
6/29〜7/5［休］会期中無し［内容］洋画
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 11 回梅野会美術展
6/2〜6［休］会期中無し［内容］絵画
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［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 500 点
横浜美術館コレクション展 2016 年度第 1 期 しな
やかさとたくましさ ̶ 横浜美術館コレクションに
見る女性の眼差し アメリカ写真の展開：1860 年代
-1940 年代
4/23〜9/11［休］木 曜（8/11 は 開 館）
［内 容］企 画
展
「メアリー・カサット展」
に連動して、
女性アーティ
ストの活躍に焦点を当てる。
メアリー・カサット展
6/25〜9/11［休］木曜［内容］印象派を代表する米
国人女性画家、メアリー・カサット（1844-1926）
の日本では 35 年ぶりの回顧展。本展では、カサット
の油彩画やパステル画、版画の代表作に加え、エド
ガー・ドガなど交流のあった画家たちの作品、画家
が愛した日本の浮世絵版画や屏風絵なども併せて合
計約 100 点を展観する
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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

《母の愛撫》1896 年頃／油彩・カンヴァス
38.1×54.0cm ／フィラデルフィア美術館蔵
Courtesy of the Philadelphia Museum of Art,
Bequest of Aaron E. Carpenter, 1970

ら行
リーブギャラリー
☎253-7805 A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
平田耕一郎展
6/20〜26［休］会期中無し［内容］水彩
第 4 回梅雨の晴れ間の青空風景展
6/27〜7/3［休］会期中無し［内容］油彩・水彩

横浜市民ギャラリー展覧会情報
5/31〜6/6
2016 年度合同公募展 横浜金沢写真連盟・横浜金沢
観光協会［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
6/1〜6/6
第 39 回ヨコハマ日曜画家展［B1F/1F/2F］
［主催］特定非営利活動法人横浜美術友の会［内容］
アートを通じた市民・県民の発表の場。300 点
6/7〜6/13
第 54 回日・朝友好展［3F］
［主催］日・朝友好展運営委員会［内容］絵画、書芸、
写真、詩歌、工芸等総合交流展
公募 第 19 回中美神奈川展［2F］
［主催］中央美術協会神奈川支部［内容］1 年の成果。
200 号以下の油彩・水彩・日本画 60 点余
阪本文男没後 30 年回顧展
〜雪高の教え子たちと共に〜
［1F］
［主催］御嶽山美術の会［内容］モダンアートの故・
阪本文男の大作と雪高の教え子の作品
6/10〜6/13
横浜市PTA連絡協議会 第33回山下公園ファミリー
写生大会作品展示［B1F］
［主催］横浜市 PTA 連絡協議会［内容］
「山下公園ファ
ミリー写生大会」受賞作品展

横浜

や行

b3

A-b2 ※会期・時間等は事前にご確認ください

6/14〜6/19
第 56 回港の作家展［1F/2F］
［主催］港の作家美術協会［内容］会員 88 名による、
130 号以下の油彩、日本画
6/15〜6/19
写真教室 Felice 生徒作品展 2016［3FA］
［主催］写真教室 Felice［内容］約 70 名の生徒による
写真作品約 100 点
6/21〜6/27
鎌倉・横浜スケッチ展［3F］
［主催］鎌倉・横浜スケッチ展［内容］鎌倉・横浜の現
地で描いた水彩スケッチ約 240 点
第 28 回こうなん綜合美術展［1F］
［主催］こうなん文化交流協会美術部会［内容］会員
の絵、書、工芸。150 点
6/25〜6/26
第 46 回世界児童画展 神奈川県展［B1F］
［主催］公益財団法人美育文化協会［内容］神奈川県
内の入選作品約 300 点と海外作品 60 数点
6/28〜7/4
第 40 回記念 神奈川独立美術展［B1F/1F/2F/3F］
［主催］神奈川独立美術の会［内容］例年の展示に加
え第 40 回記念展として独立会員の作品を特別展示

田島奈須美《浜ッ子》
1988 年／紙本着彩／ 100.2×73.0cm

●ホームページで作品解説をご覧いただけます

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4 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・西田装美株式会社 共同事業体）
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/

・本誌発行後に内容に変更が生じる場合があります。 各展覧会については開催施設にお問合せください。
・各施設の電話番号右横の番号は、横浜市民ギャラリー発行「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。
☎651-9037 A-⑩ c4

あ行
Art Araq Asia Gallery（AAA Gallery）

☎664-3907 A-① b5

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
まるちゃん企画１周年『Annivers 展』
6/4〜10［休］6/8［内容］様々なジャンルの作品
HANDMADE CIRCUS
6/11〜17［休］6/15［内容］ハンドメイドのお祭り
ZEROSTYLE666個 展『 les cadeaux de la nature
〜自然の贈り物〜』
6/11〜17［休］6/15［内容］写真
梶井やすか 個展
6/11〜17［休］6/15［内容］写真
粟田洋介企画『裏と表展』
6/25〜7/1［休］6/29［内容］タイプも作風も違う、
個性的なアーティストたちが表現する、裏と表が
テーマのアート展
Art Gallery 山手
☎628-0267 A-④ b5
夏を彩る作品展
6/2〜7［休］会期中無し［内容］初夏に身に着けたい
BAG・帽子・ガラスのアクセサリー・皿等

岡本亮 ガラスのアクセサリー

華彩洋子 水彩画展
6/16〜21［休］会期中無し［内容］横浜や山手の風
景、薔薇を描く
伊庭壮太郎展
6/24〜7/3［休］会期中無し［内容］油彩。心象風景
art Truth
☎263-8663 A-⑥ b5
瀧ケ崎千鶴 個展
6/1〜6［休］会期中無し［内容］日本画。題材は草花
が中心
塚本元 個展
6/8〜12［休］会期中無し［内容］身の周りの風景や
猫等を描いた油彩・水彩・ドローイング
woodcut collection 4〜木よりいづるものたち〜
6/15〜20［休］会期中無し［内容］版画グループ展
おとぎの国の物語展
6/22〜27［休］会期中無し［内容］ファンタジックな
世界を描く作家のグループ展
KURO 個展
6/29〜7/4［休］会期中無し［内容］アクリル・墨を
使った抽象画
artmania cafe gallery yokohama
☎514-3980 A-⑧ b2
にゃー展＃03
6/5〜11［休］会期中無し［内容］猫好きの為の猫好
きによる猫の展覧会

Yokohama art apartment
6/18〜19［休］会 期 中 無 し［内 容］artmania 主 催。
アパートに暮らす作家達が作品を展示販売するとい
うコンセプトで開催。誰でも気軽に作家のアトリエ
に遊びに来て作品を購入できます

ATELIER K・ART SPACE
大北利根子展
6/11〜26［休］月曜［内容］特殊素材を使用した立
体。10 点
1010 美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑫ b4
都守太朗 ‑LABORATORY‑
6/11〜21［休］水曜［内容］ミックスメディアの平
面作品・インスタレーション
エリスマン邸
☎211-1101 A-⑮ b5
花の絵野の花会展 水彩で描く季節の植物
6/17〜22［休］会期中無し
絵本・水彩画展示
6/23〜28［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［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
常設展「文学の森へ 神奈川と作家たち」第１部 夏目
漱石から萩原朔太郎まで
5/28〜7/18［休］月曜［内容］日本が欧米をモデルに
急速に近代化していった明治維新から関東大震災ま
で。この時代を代表する 14 人の作家をとりあげる。
※同時開催＝企画展「没後30年 鮎川信夫と
『荒地』
展」
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
「刺繍に恋したバッグたち」刺繍家 石川玲 個展
6/15〜26［休］月曜、火曜［内容］伝統技法アリワー
クで仕上げた逸品
二人が紡ぐ常のもの展〜繍箱とパステル〜
6/29〜7/10［休］火曜［内容］刺繍小箱とパステル
画。岸田京子・衣川史
ガレリア セルテ
☎651-5471 A-㉒ b3
第 17 回紫陽花展
6/6〜12［休］会期中無し［内容］絵画
第 15 回油絵を楽しむ会展
6/20〜26［休］会 期 中 無 し［内 容］NHK 文 化 セ ン
ターの教室展
画廊 楽
☎681-7255 A-㉕ c4
創生の輪展
6/6〜12
［休］
会期中無し
［内容］
作家16名のグループ展
ブランカの会
6/13〜19［休］会期中無し［内容］油彩
希展
6/13〜19［休］会期中無し［内容］日本画
詩画展
6/20〜26［休］会期中無し［内容］絵と詩のコラボ
レーション展
三餘書展
6/21〜26［休］会期中無し［内容］書・書画
久我修 個展
6/27〜7/3［休］会期中無し［内容］独立美術協会会員
Gallery ARK
☎681-6520 A-㉖ c4
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
アグライア（輝き）展
6/9〜18［休］日曜［内容］若手注目作家による油彩
等。14 点
大野和之展
6/23〜7/2［休］会 期 中 無 し［内 容］陶 芸。食 器・ア
クセサリー等約 100 点

ギャラリーかれん
☎543-3577 B-⑤
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
布・あそび 着物をリメイクした洋服展
6/7〜12［休］会期中無し［内容］5 人展
田中みち子「甦る古布展」
6/29〜7/2［休］会期中無し［内容］大島紬の着物を
リメイクした洋服（コート・ベスト・ブラウス・ス
カート等）
ギャラリー伽羅
☎842-1428 C-⑥
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 で 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
椋の会 6 月展 ‑ 絵・七宝・陶芸 ‑
6/11〜17［休］会期中無し［内容］掛川ふじ（水彩）
・
島崎まり
（七宝）
・吉永孝夫
（水彩・陶画）
。
その他萩焼・
益子焼等
5 人の絵画展
6/21〜27［休］会期中無し［内容］油彩・水彩・オイ
ルパステル等による花や風景。佐野ちぐさ・田所幸
子・宮本峯子・森智枝・安田津奈子
ギャラリー守玄齋
☎201-7118 A-㉜ b3
第 19 回蒼芝文会書展
6/17〜21［休］会期中無し
第 6 回司馬竹舟 書作展
6/23〜27［休］会期中無し
植松英夫 作陶展
6/30〜7/5［休］会期中無し
ギャラリーダダ
☎461-1533 A-㉝
福田香代子 人形展
6/1〜7［休］会期中無し
花の墨絵展
6/8〜14［休］会期中無し［内容］水墨画
門田知佐子 油彩画展
6/8〜14［休］会期中無し［内容］独特な表現技法で
街を描く
赤坂孝史 水彩画展
6/15〜21［休］会期中無し［内容］街の景色。臨場感
のある風景画
ギャラリーミロ
☎251-5229 A-㊴ c3
サンキュウ展
6/6〜12［休］会期中無し［内容］油彩・水彩。大橋奈
美・大橋美和子・五島瑞絵
いいじゃん。展
6/20〜26［休］会期中無し［内容］油彩・水彩。広田
稔先生の教室展
恵昇会日本画展
6/27〜7/3［休］会期中無し［内容］小島昇先生の教
室展
ギャルリーパリ
☎664-3917 A-㊷ b4
STORE
5/30〜6/4［休］会期中無し［内容］ファッション・
テキスタイル・身につけられるもの
桜井みどり展
6/24〜7/2［休］日 曜［内 容］古 典 額 縁 技 法 に よ る
アートジュエリー
ゴールデンギャラリー
☎201-7118 A-㊽ b3
第 19 回蒼芝文会書展
6/17〜21［休］会期中無し
鵞州会49 周年記念書展
6/30〜7/5［休］会期中無し
CoZA の間
☎831-5127 C-⑧
漆女展（Shitsujo）
〜漆に魅せられた女たち〜
6/18〜24［休］会期中無し［内容］小物やアクセサ
リーなど、女性の感性を活かした漆作品

さ行
そごう横浜店美術画廊
☎465-5506
ヨーロッパアンティーク テーブルウエア展
5/31〜6/6［休］会期中無し
永井素憧 作陶展
5/31〜6/6［休］会期中無し
丹良行 油絵展
6/7〜13［休］会期中無し
上條真三留 油絵展
6/7〜13［休］会期中無し

A-

竹影堂栄真・真清水福山 二人展
6/14〜20［休］会期中無し［内容］茶道具・根付
比翼の会
6/21〜27［休］会期中無し［内容］日本画
岡本健彦展
6/21〜27［休］会期中無し［内容］木版・コラージュ
中村英生展
6/28〜7/4［休］会期中無し［内容］日本画
藤本明洋 木彫展
6/28〜7/4［休］会期中無し

ま行

仲通りギャラリー
☎211-1020 A- b3
ハマ展 歴代協会大賞受賞者展 前期：洋画・彫刻立体
6/6〜11［休］会期中無し
ハマ展 歴代協会大賞受賞者展 後期：日本画・写真
6/13〜18［休］会期中無し
川崎常子展
6/20〜25［休］会期中無し［内容］第 71 回ハマ展仲
通りギャラリー賞受賞記念展
爾麗美術
☎222-4018 A- b4
小島素子展
6/4〜12［休］会期中無し［内容］水彩を中心にコー
ヒー・ワイン等を使用。住んでいた英国・スペイン
他に取材した人物・風景
爾麗美術展 4 爾麗の始まり
6/18〜7/3［休］6/22、29［内 容］木 村 文 司（1948
−2009）
・野中京子（1948−2014）
・野中英和・関
孔明・山本治美

みつい画廊
☎261-3721 A- c3
五人の会展
6/6〜12［休］会期中無し［内容］油彩・デッサン等。
大島弘義・栗原正・手塚國彦・野田政男・三村賢治
びいどろ会展
6/13〜19［休］会期中無し［内容］絵画・写真・書道等
第 21 回練の会展
6/27〜7/3［休］会 期 中 無 し［内 容］油 彩・水 彩 等。
約 45 点
みなとみらいギャラリー
☎682-2010 A- a2
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
グラスリッツェンステュディオ 30 年展
6/1〜5［休］会期中無し［内容］ガラス器
OASIS展 Chiyo Ohno×Shadowbox・Ra・Magni
6/7〜13［休］会期中無し［内容］シャドーボックス
パステル画みらい展
6/8〜12［休］会期中無し
アトリエ夢の木 磁器レースドール展
6/8〜12［休］会期中無し
第四回緑靑会日本画展
6/14〜20［休］会期中無し
2016 富士秀景写真神奈川展
6/14〜20［休］会期中無し
安井明光展（仮）
6/21〜27［休］会期中無し［内容］絵画
PIECE OF 写真展 vol.3
6/21〜26［休］会期中無し
第 28 回アトリエ 15 展
6/21〜27［休］会期中無し［内容］絵画
和布の世界へようこそ〜今昔の着物で懐かしむ日本
の行事
6/28〜7/4［休］会期中無し
huma photoʼ s 作品展
6/28〜7/4［休］会期中無し［内容］写真
こども造形教室 アトリエ・アルバス展
6/29〜7/3［休］会期中無し［内容］絵画・工作

は行

や行

万国橋ギャラリー
☎201-8103 A- b3
渡辺勇 風景スケッチ展
5/31〜6/6［休］会期中無し［内容］インドネシア・
バリ島・タイを描く
f.e.i art gallery
☎325-0081 A蜜の世界
6/6〜24［休］土 曜・日 曜・祝 日［内 容］蜜 - み つ - を
テーマに繊細に細部まで制作された各作家独自の蜜
の世界を展示。孤泥 ( 版画・ウッドバーニング）
・清
水健太郎 ( 油彩 )・しょうじこずえ ( 立体・刺繍等 )・
道源綾香 ( 油彩・鉛筆等）
・星野歩（ペン画等）

山手 234 番館
☎625-9393 A- b5
フレンチ BOX のカルトナージュ展
6/16〜21［休］会期中無し
墨に親しむ墨絵作品展
6/23〜28［休］会期中無し
牧野瑠璃子パステル画教室展
6/30〜7/5［休］会期中無し
山手 111 番館
☎623-2957 A- b5
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
Kamyuri Boutis class 2016
6/17〜19［休］会期中無し［内容］フランスキルト
ブティ
陶・咲樂工房 合同教室展
6/25〜28［休］会期中無し［内容］陶芸
山の上ギャラリー
☎852-8855 C-⑫
日本のガラスアート展
6/4〜26［休］月曜・火曜［内容］それぞれ技法、表現
が違う 8 名の展示
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
横浜市泉区民文化センター テアトルフォンテ
☎805-4000 C-⑯
第 3 回和墨会
6/1〜5［休］会期中無し［内容］“青墨の世界” をご覧
いただく

た行
鶴見画廊
☎584-7208 B-⑯
池 貴巳子 絵画展
6/9〜20［休］6/14［内容］韓国の伝統絵画である
民画を中心にイラストも展示
真昼にも輝く星たち展
6/28〜7/3［休］会 期 中 無 し［内 容］洋 画・日 本 画。
グループ展

な行

道源綾香《青いセーターを着て深呼吸》2015 年／油彩

polepole ‑ ポレポレ ‑
6/28〜7/12［休］土曜・日曜・祝日［内容］polepole
とはスワヒリ語でゆっくりと・のんびりといった意
味。福祉施設の支援・周知を目的とした陶芸作品・
多肉植物・染織品のコラボ展示
FEI ART MUSEUM YOKOHAMA
☎411-5031

A-

ものいふ花展
6/7〜26［休］月曜［内容］魅力的な女性を意味する
“物言う花” をイメージに、16 名の作家がそれぞれの
技法によって表現した女性像作品。日本画・油彩・
アクリル画・彫刻
ブラフ 18 番館
☎662-6318 A- c5
ボタニカル・アート展
6/23〜28［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
第 19 回清彩会作品展
6/8〜12［休］会期中無し［内容］水彩
絵手紙水彩画展
6/13〜15［休］会期中無し［内容］45 点
ユリフラワーデザインスクール 川上教室作品展
6/23［内容］初夏の花
第 30 回新六窯作陶展
6/29〜7/4［休］会期中無し［内容］陶磁器作品のグ
ループ展
横浜市磯子区民ホールギャラリー
☎750-2393 C-⑱
いそご地域活動フォーラム
5/31〜6/5［休］会期中無し
こども美術学園
6/7〜12［休］会期中無し［内容］絵画・工作
クローバーの会
6/14〜19［休］会期中無し［内容］絵手紙
土筆書道会
6/21〜26［休］会期中無し［内容］書
パレット・クラブ
6/28〜7/3［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
ときめき水彩画展
6/14〜19［休］会期中無し［内容］水彩画を楽しむ
会員の活動
3 ジェネレーション ファンタジー展
6/22〜26［休］会期中無し［内容］親子 3 世代の油
彩・パステル画・コピックアート・デッサン等
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 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
横浜市港南区民文化センター ひまわりの郷
☎848-0800 C-⑳
第 20 回野庭写楽会写真展
5/27〜6/1［休］会期中無し［内容］
「風」をテーマに
した課題作品と風景・スナップ等の自由作品
横浜市栄区民文化センター リリス
☎896-2000 C-㉑
第11回「星からの遺産」展‑和乎爾のエナジーアート‑
6/22〜26［休］会期中無し［内容］記憶を呼び覚ま
すアクリル画・クレヨン画
横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール
☎511-5711 B-㉒
2016 サルビア写真展
6/2〜6［休］会期中無し［内容］鶴見区在住、在勤者
対象の公募展
藤の会作品展
6/8〜14［休］会期中無し［内容］佐藤孝先生の絵画
教室生徒展。風景・静物
写真展示
6/16〜21［休］会期中無し［内容］
「虹の会」による
人物・風景等自由作品
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ
☎866-2501 C-㉒
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
第 3 回世界のマッチラベル展
6/1〜6［休］会期中無し［内容］日本初のマッチ。浮
世絵・オリンピック・人工衛星・パンダ図柄マッチ等
和紙ちぎり絵作品展
6/7〜13［休］会期中無し［内容］和紙の持ち味を活
かし自由な題材で創作した作品
ヨコハマセブンフォト 2016 写真展
6/15〜20［休］会期中無し［内容］ネイチャーから
心象的な作品まで
第 50 回白のつどい
6/21〜27［休］会期中無し［内容］十数名の油彩画
中心の作品展
サンフォーカスʼ94 第19 回写真展
6/28〜7/4［休］会期中無し［内容］自分の視点を大
事にをモットーとし撮影した作品
第 7 回 GreenGables パッチワークキルト展
6/30〜7/3［休］会期中無し［内容］布好きな仲間た
ちによる個性豊かな作品

