横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-㉓
あざみ野コンテンポラリー vol.7
「悪い予感のかけらもないさ」展
10/7〜30［休］10/24［内容］5 人のアーティストが
生活世界で培ったパーソナルな感覚が、それぞれの
表現手法 ( 絵画・木版画・映像インスタレーション・
写真・映像 ) を用いた作品として示される。出品作家：
岡田裕子・風間サチコ・金川晋吾・鈴木光・関川航平
横浜市吉野町市民プラザ
☎243-9261 C-㉕
第六回竹生印人会篆刻展
9/27〜10/2［休］無し［内容］篆刻額装品・篆刻掛け
軸品・刻済印材品
FC フォト写真展
10/5〜10［休］無し［内容］四季折々の風景・スナップ
写真。テーマのコーナーもあり
第6回F展
10/11〜17［休］無し［内容］子どもから大人まで。絵
画・書・写真等
MOA 美術館横浜市南区児童作品展
10/22・23［休］無し［内容］絵画
フォトサロン 97 第 22 回作品展
10/25〜31［休］無し［内容］ネイチャー・スナップ・
造形等の写真
横浜市歴史博物館
☎912-7777 B-㉔
寿福滋 写真展
「杉原千畝と命のビザ‑シベリアを越えて」
9/24〜11/27［休］月曜（祝日は開館、翌日休館）
［内
容］杉原千畝から「命のビザ」を得た避難民の自由へ
の逃避行をたどり、新たに逃避行の中継地としての
横浜を位置づける
横浜髙島屋美術画廊
☎311-5111 A青渕会日本画展 〜標〜 9/28〜10/4［休］無し
柳下季器 作陶展 9/28〜10/4［休］無し
加山哲也 作陶展 10/5〜11［休］無し
小堤寿美子 彫刻展 10/5〜11［休］無し
千家十職 塗師十三代 中村宗哲展10/12〜18［休］無し
中野滋展 10/19〜25［休］無し［内容］彫刻
三好建太郎 作陶展 10/19〜25［休］無し
ー雪月花ー 雪 二十題
10/26〜11/1［休］無し［内容］日本画
横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A- b3
第 26 回さわらび会水彩画展
10/12〜17［休］無し
第 6 回イチイチ展（絵画展）10/20〜25［休］無し
第 36 回横浜能面展 10/27〜11/1［休］無し

横浜市民ギャラリー展覧会情報

横浜美術館
☎221-0300 A- b2
BODY/PLAY/POLITICS
カラダが語りだす、世界の隠された物語
10/1〜12/14
［休］
木曜（ただし11/3は無料開館）
、
11/4
［内容］人間や集団の行動がもたらす役割、超自然的な
存在など、歴史を通じて作り上げられた身体が生み出
すイメージの数々をモチーフに、それぞれの角度から
作品化していく6人の現代作家たちによるグループ展
横浜美術館コレクション展 2016 年度第 2 期
10/1〜12/14
［休］
木曜（ただし11/3は無料開館）
、
11/4
［内容］エデュケーターが手がける「描かれた横浜」
、作
品に織りこまれた様々な「かさなり」をキーワードに作
品の見方の広がりや深まりに着目する「イメージをか
さねる」ほか、
「風を聴く̶自然の気配をうつす美術」
、
写真展示室の「かたちの変容」の4つのテーマで構成
横浜みなと博物館
☎221-0280 A- b2
企画展「柳原良平 海と船と港のギャラリー」
8/20〜11/6［休］月曜（祝日の場合は翌日）
［内容］画
家、イラストレーターの柳原良平（1930 〜 2015）
の作品を通して、海と船と港の世界に親しむ展覧会。
絵画・イラストレーション・絵本等
吉田町画廊
☎252-7240 A- c3
草炎会
10/10〜16［休］無し［内容］日本画中心。約 20 点
第 12 回ローズドレ展
10/17〜23［休］無し［内容］風景画・静物画約 20 点
第 15 回濱風展
10/24〜30［休］無し［内容］油彩中心。約 20 点
漣展
10/31〜11/6［休］無し［内容］油彩中心。約20点
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ら行
リーブギャラリー
☎253-7805 A- b3
第 16 回葉山倶楽部展
9/26〜10/2［休］無し［内容］水彩・油彩（白井洋子教室）
香田美和展 10/3〜9［休］無し［内容］水彩・油彩
燦建展
10/10〜16［休］無し［内容］水彩・油彩。関東学院大
学建築科 0B
モロアレザークラフト展
10/17〜23［休］無し［内容］皮製品（松本祐教室）
ミントの会
10/24〜30
［休］
無し
［内容］
4人の作家。水彩・油彩・書
上原収二展
10/31〜11/6［休］無し［内容］水彩 100 点

A-b2 ☎315-2828

9/22〜10/9
新・今日の作家展 2016 創造の場所̶もの派から現
代へ［1F/B1F］
［主催］
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）
［内
容］
「今日の作家展」出品の斎藤義重、榎倉康二の作品
と、菅木志雄、池内晶子、鈴木孝幸の新作インスタ
レーション。出品作家による関連イベントも開催
9/27〜10/3
第 4 回水彩連盟神奈川支部展［3F］
［主催］水彩連盟神奈川支部［内容］20 号から 100 号
の水彩による作品約 75 点を展示
第 48 回神奈川現展［2F］
［主催］現代美術家協会神奈川支部［内容］自由に表現
された現代美術作品展。平面、工芸、立体等 50 点
10/4〜10/10
第 20 回横浜丘遊展［3FA］
［主催］横浜丘遊会［内容］油彩、水彩、パステル、陶芸
立体
横浜水彩同好会展［3FB］
［主催］横浜水彩画同好会［内容］水彩画を楽しんでい
る仲間の作品、20 号まで 50 点
第 13 回風景スケッチ展［2F］
［主催］横浜・鎌倉スケッチ会［内容］会員 70 名によ
る国内外の水彩スケッチ約 200 点を展示
10/11〜10/16
みずゑ秋季展［2FA］
［主催］爽蒼美術協会［内容］10〜30 号の水彩画を約
60 点展示

横浜

や行

※会期・時間等は事前にご確認ください

第 4 回赫土会［2FB］
［主催］
土曜会
［内容］
絵画サークル『土曜会』主催の絵
画展
横浜ズーミング倶楽部写真展 2016［1F］
［主催］横浜ズーミング倶楽部［内容］
「写真を楽しむ」
をモットーに、個性豊かな作品 60 点を展示
10/12〜16
第 29 回神奈川書家三十人展［3F］
［主催］神奈川新聞社［内容］神奈川を代表する書家
30 人の新作を展示。ギャラリートークも開催
10/19〜24
第56回神奈川県女流美術家協会展
［3F/2F/1F/B1F］
［主催］神奈川県女流美術家協会［内容］個性的な大作
を中心とした油彩・日本画等約 200 点を展示
10/25〜10/30
第 9 回え塾展［3F］
［主催］横浜美術学院 / え塾［内容］社会人向け絵画教
室「え塾」の油彩・水彩・日本画作品を展示
10/25〜10/31
第 22 回金沢フォトクラブ写真展［2FA］
［主催］金沢フォトクラブ［内容］共同制作・共通テー
マ・個別展示の 3 部門約 200 点を展示
第 12 回描の会展［2FB］
［主催］描の会［内容］描の会会員による油彩・水彩約
60 点を展示
面匠会能面展［1F］
［主催］面匠会［内容］能面を主として狂言面を含む
50 面

中谷龍一《山手風景》
1988 年／油彩、キャンバス／ 117.0×91.0 ㎝

●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 2016.7 〜2017.6 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8 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 2016.7〜2017.6 版」と連動しています。

あ行
Art Araq Asia Gallery（AAA Gallery）

☎664-3907 A-① b5

yukitya 個展『解放』10/1〜7［休］10/4
はっとり♡かんな 個展
10/1〜7［休］10/4［内容］
イラスト
シカトコ 個展『ベビーメリーを忘れた日』
10/1〜7
［休］
10/4
［内容］
「おまもり」
がテーマ
CYON 個展『鉱物図鑑』
10/1〜7［休］10/4［内容］鉱物のイラストが中心
はやしたかえ 個展『たぬちゃん 里の秋』
10/8〜14
［休］
10/11
［内容］
創作絵本・原画・紙芝居等
MokotenⅡ
10/8〜14［休］10/11［内容］
『イキモノ女子』をテー
マに、魚や虫など様々な生物を擬人化したイラスト
jiai 個展
10/8〜14［休］10/11［内容］ハンドメイド
イケメン☆ミュージアム
10/8〜21［休］10/11、18
ばら 個展『青春ごっこ』
10/15〜21［休］10/18［内容］イラスト
ニイミクミコ 個展
10/15〜21［休］10/18［内容］テーマは感情
ペン画展―混ざる世界―
10/22〜28［休］10/25［内容］ボールペン・マッキー・
コピック等を用いて描かれた作品
ながしまえりこ 個展
10/22〜28［休］10/25［内容］イラスト
竹谷一平 個展『明日へ』
10/22〜28［休］10/25［内容］新作を発表
Train-Train 展 vol.11
10/29〜11/4［休］11/1［内容］
「鉄道」がテーマ
海月あいる 個展『きょうのでんしゃたち』
10/29〜11/4［休］11/1［内容］神奈川周辺の鉄道路
線を擬人化した創作マンガ・電車のイラスト等
ふりはたあきた 個展10/29〜11/4
［休］
11/1
［内容］
絵画
art gallery, on the wind
☎251-6937 A-③ c3
第 8 回アジアの華展 2016
10/8〜23［休］10/10〜14、10/17〜21［内容］女子美
術大学のアジアからの留学生による展覧会
Art Gallery 山手
☎628-0267 A-④ b5
近藤圭・姚小全 二人展
9/28〜10/3［休］無し［内容］陶芸・水墨画
山中翔之郎 個展 10/5〜11
［休］
無し
［内容］
パステル画
中村典子 個展 10/13〜18［休］無し［内容］陶芸
杵渕裕子 個展 10/22〜30［休］無し［内容］油彩
art Truth
☎263-8663 A-⑥ b5
山岡みね 個展
9/28〜10/3［休］無し［内容］猫を題材にした版画
小山ゆうこ 個展
10/5〜10［休］無し［内容］花や人物のテンペラ画
サカモトセイジ 個展
10/13〜23［休］火曜［内容］アクリルで描いた風景
渡辺勇 個展 10/26〜31
［休］
無し
［内容］
水彩。抽象画
artmania cafe gallery yokohama
☎514-3980 A-⑧ b2

きのこ展 〜きのこあらかると〜
10/8〜15［休］無し［内容］造形・イラスト・写真等
TEARS OF SWAN POP UP SHOP TOUR
2016/FOURTH TIME
10/28〜30［休］無し
ATELIER K・ART SPACE
☎651-9037 A-⑩ c4

笹井祐子展
9/20〜10/2
［休］
月曜
［内容］
平面
（アクリル画）
・デッ
サン・版画等 20 点
工藤政秀展
10/8〜23
［休］
月曜
［内容］
平面（油彩・デッサン）
10 点
達 和子展
10/29〜11/13［休］月曜［内容］平面（版画・アクリ
ル）
・ガラス
1010 美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑪ b4

まつい由美子 個展「Lost in Landscape」
9/17〜10/4［休］水曜［内容］平面・立体・ミックス
メディア

細川明 個展
10/22〜11/2［休］水曜［内容］インスタレーション・
平面・半立体作品
MZarts
☎315-2121 A-⑬ c3

郡司庸久・郡司慶子 陶器展
9/10〜10/10［休］日曜（10/2、10/9 は除く）
・月曜
（10/10 は除く）
・火曜・水曜［内容］飴釉・スリップ
ウェア等を中心に、灰釉・白釉等の食器類等
アートかれんの作家たち、川戸由紀＋栁まどか＋磯
部涼 展
10/14〜11/6［休］月曜・火曜・水曜
エリスマン邸
☎211-1101 A-⑭ b5

アトリエアズュールシャドー＆メタル作品展
10/2〜5［休］無し
地域ねこ活動写真展 in 横浜山手の西洋館
10/13〜18［休］無し
八幡写真教室グループ展 初めての写真展
10/19〜24［休］無し
大佛次郎記念館
☎622-5002 A-⑮ b5
テーマ展示Ⅱ
「瞬間を切り取る画家ポール・ルヌアール」
7/14〜11/13［休］月曜 ( 祝休日の場合は翌日 ［
) 内
容］大佛次郎旧蔵のポール・ルヌアール版画集『ドレ
フュス事件』
（1899）と『動き、身振り、表情』
（1907）
より初公開を含む版画 40 点ならびに、関連する大佛
作品・資料をあわせて展示

か行
カフェ・ギャラリーリンデン ☎532-5288 B-①
韓美華（Han Miwha）個展「Kanro」
（寒露）
10/5〜23［休］月曜・火曜［内容］
「10 月の心象風景」
をテーマにした、アクリルによる抽象画
ガレリア セルテ
☎651-5471 A-㉑ b3
NHK 横浜ランドマーク日本画 松本勝教室展
9/26〜10/1［休］無し
星輝会 10/2〜8［休］無し［内容］日本画星野教室展
釉美会展ー七宝・彫金ー松本教室展 10/9〜15
［休］
無し
現代工芸展 10/17〜23［休］無し
Ｍ＆Ｙ版画展 10/24〜30［休］無し
画廊 楽
☎681-7255 A-㉔ c4
續橋守 個展
9/26〜10/2［休］無し［内容］主体美術協会会員作家
續橋教室合同展
9/26〜10/2［休］無し［内容］楽絵画教室生徒展
タペストリー展
10/3〜9［休］
無し
［内容］
フランス人作家クリスティーヌ
アズビル YAMATAKE・ART 展
10/10〜16［休］無し［内容］㈱アズビル美術部メン
バーの作品
えんどう豆の会
10/10〜16［休］無し［内容］第 57 回二科神奈川支
部展、画廊楽賞受賞者展
木曜会展
10/17〜23［休］無し［内容］楽絵画教室平田クラス
生徒展
弥生の会展 10/24〜30［休］無し
日本画院 10/31〜11/6［休］無し［内容］日本画
Gallery ARK
☎681-6520 A-㉕ c4
彩美展
9/29〜10/8［休］日曜［内容］油彩。女性作家 5 人に
よる 15 点
‑ 山本冬彦推薦作家による‑CD ジャケットアート展
10/13〜22［休］無し
奥村幸弘展
10/27〜11/5［休］日曜［内容］動物をテーマにし
た油彩作品約 20 点
ギャラリー KAN
☎641-4751 A-㉘ c4

色無き風に誘われて「秋の創作展」
9/27〜10/9［休］10/3［内容］手作りする人8名によ
る500点。パステル画・手編み・裂き織りのバッグ等
甦える古布「田中みち子展」
10/27〜30［休］無し［内容］ドロ大島の着物地によ
る洋服・バッグ・小物等 50 点
ギャラリー伽羅
☎842-1428 C-⑦
手作りきゃら SHOP
10/1〜29［休］日曜・月曜［内容］着物リフォーム服・
バッグ・小物ポーチ等

ギャラリーこやま
☎545-1105 B-⑦
絵＆陶〈常設展〉
10/1〜7［休］無し［内容］水彩・墨絵・英国の寄せ木
絵等。吉永孝夫・長谷川雅子他
油絵展
10/11〜17［休］無し［内容］風景や花の油彩 18 点。
郷田数夫他
油・水彩 作品展
10/21〜27［休］無し［内容］静物・花・風景等
ギャラリー守玄齋
☎201-7118 A-㉛ b3
日月書道会展
9/29〜10/4［休］無し
芳林小品書展
10/6〜11［休］無し
紅花会小品展
10/21〜25［休］無し
ギャラリーダダ
☎461-1533 A-㉜
ならざき清春 水彩画展
9/28〜10/4［休］無し［内容］風景・静物等。透明水彩
石川亜紀 作品展
10/5〜11
［休］
無し
［内容］
板にアクリルで描いた風景・人物
木本宏子 作品展
10/5〜11［休］無し［内容］人物・静物の鉛筆画
高橋茂 ガッシュ画展
10/12〜18［休］無し［内容］花
鈴木寿美子 水彩画展
10/12〜18［休］無し［内容］花と国内外の風景
廣田幸子 水彩画展
10/19〜25［休］無し［内容］国内外の風景・花瓶の花
木澤育子 ファンタジー水彩展
10/19〜25［休］無し［内容］四季折々の花
吉岡美穂子 個展
10/26〜11/1［休］無し［内容］油彩・アクリル。外国
の風景・人物等
ギャラリーぴお B1
☎681-5122 A-㉟ b3

第 30 回港の作家小品展（絵画）
10/27〜11/1［休］無し［内容］油彩・水彩・日本画
gallery fu
☎070-6429-8597 A-㊲ c5
13 と 15 のあいだ
10/1〜9［休］月曜［内容］クルマと横浜の風景画展。
水彩・写真等
横濱サウダージ
10/14〜23［休］月曜［内容］横浜の街をスナップし
続ける Studio510 の写真展示シリーズ第 2 弾
現在地展
10/27〜30［休］無し［内容］横浜国立大学美術教育
専攻の学生 5 名のグループ展。木彫・絵画・織り
ギャラリーミロ
☎251-5229 A-㊳ c3
ル ヴァン展
10/3〜9［休］無し［内容］油彩・水彩・アクリル画等。
香取玲子教室展
エクリュ
10/17〜23［休］無し［内容］油彩・水彩・ちぎり絵
風響会日本画展 10/31〜11/6［休］無し
ギャルリーパリ
☎664-3917 A-㊶ b4

ヒロトミザワ展 ‑ 水彩・ガラス絵 ‑〈風薫るエストニア
にて〉
10/3〜8［休］無し
柳 幸典展
10/14〜11/12［休］日曜
ゴールデンギャラリー
☎201-7118 A-㊼ b3
日月書道会展 9/29〜10/4［休］無し
芳林小品書展 10/6〜11［休］無し
第 34 回群星会書展 10/13〜18［休］無し
第 28 回右心会展 10/21〜25［休］無し
第 14 回蒼雨書道会展 10/27〜11/1［休］無し
CoZA の間
☎831-5127 C-⑨
外山文彦「CANVAS」
（ひこばえ展）
10/1〜8
［休］
無し
尾身伝吉 木版画「ふるさとの情景」
（ひこばえ展）
10/16〜23［休］無し

さ行
障害者スポーツ文化センター横浜ラポール

☎475-2001 B-⑬
ラポール美術展
10/24〜30［休］無し［内容］絵画・写真・書・陶芸等、
障害のある方の作品約 500 点

そごう美術館
☎465-5515 Aハウステンボスコレクション M.C. エッシャー展
‑ 視覚の魔術師 ‑
9/11〜10/10
［休］
無し
［内容］
生涯孤独を愛し、黙々と
己の宇宙を版画に刻んだエッシャー (1898-1972)。
本展では、風景をモチーフにした初期の作品から、独
自の世界に突き進んだ晩年の作品までを展示、エッ
シャー自身と作品の変貌を追う

た行
鶴見画廊
☎584-7208 B-⑮
木村優博 個展 9/22〜10/1［休］9/27［内容］油彩
野分展
10/4〜10［休］無 し［内 容］日 本 画・油 彩・版 画・イ
ラスト。小斉平正美
法政オレンジの会
10/13〜18［休］無し［内容］法政二高・法政女子高
美術部 OB・OG によるグループ展
ルナ展
10/26〜31［休］無し［内容］竹村健指導による木版
画グループ展
東急百貨店たまプラーザ店 4 階アートサロン
☎903-2441

マリークレール・ウモー展
9/29〜10/5［休］無し［内容］油彩・版画約 30 点
古河原 泉 作品展
10/6〜12［休］無し［内容］油彩・木炭・パステル等。
新作を含む約 20 点
磯部光太郎 日本画展
10/13〜19［休］無し［内容］新作含む約 20 点
佐藤潤 絵画展
10/20〜26［休］無し［内容］動物や日本古来の風習・
吉祥等を取入れた作品。最新作含む約 30 点
堀川貴永 作陶展
10/27〜11/1
［休］
無し
［内容］
カップ・お皿等約 60点

な行
仲通りギャラリー
☎211-1020 A- b3
第 2 回アトリエみずの絵小品展
9/26〜10/1［休］無し［内容］クラシックな水彩小品
岩田昌美 鎌倉彫展
10/3 〜 8［休］無し［内容］浮世絵を題材にした作品
森川茂美・吉田利夫 二人展
10/10 〜 15
［休］
無し
［内容］
油彩・水彩
羽佐間勝子 油画展 ‑30 年の日々を振り返って ‑
10/17 〜 22
［休］
無し
和久井正男展
10/24 〜 29
［休］
無し
［内容］
油彩・水彩
田邊昭 水彩展
10/31 〜 11/6
［休］
無し
［内容］
風景画中心
日本郵船歴史博物館
☎211-1923 A- b3
企画展「重要文化財指定記念 まるごと氷川丸展」
7/16〜12/25［休］月曜（祝日は開館）
［内容］氷川丸
が国の重要文化財に指定されることを記念し、その誕
生から今日に至るまでの歴史をふり返り、残存する関
連資料や船に関わった人々の記憶から氷川丸の航跡
をたどる
爾麗美術
☎222-4018 A- b4
和さんと仲間達展 2016 年
9/22〜10/2
［休］
9/28［内容］
佐々木和
（1951-2009）
・
高專寺赫・鈴木正道・タカハシタツロウ・瀧本光國
2016ʼ の 4 人展〈南高 OB〉
10/10〜19［休］無し［内容］阿部照夫・能登茂行・塚
越通生・米山厚子

は行
万国橋ギャラリー
☎201-8103 A- b3
志熊重子・深堀早紀子 油彩＆パステル展
10/11〜17［休］無し［内容］約 20 点
f.e.i art gallery
☎325-0081 A第4回 FEI PRINT AWARD 準 大 賞 者 展 ‑John Silver
Take Me to Japan‑
9/26〜10/7［休］土曜・日曜［内容］版画。掘り進み
木版という独特の技法を使用した作品
中澤美和展 ‑ 安楽の景色 ‑
10/17〜11/2［休］土曜・日曜［内容］日本画

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA

☎411-5031

A-

第 5 回版画公募展 FEI PRINT AWARD 入選作品展
9/16〜10/2［休］月曜［内容］応募資格不問。計 55 点
多 摩 美 術 大 学 校 友 会 神 奈 川 支 部 展 BIRTHPLACE
ART 2016 ‑Tama Art University in Kanagawa‑
10/9〜16［休］無し
［内容］絵画・彫刻・陶等
第 42 回翠嵐会美術展
10/18〜23
［休］
無し
［内容］
県立横浜翠嵐高校OB/OG
による美術展。油彩・彫刻・写真等
ブラフ 18 番館
☎662-6318 A- c5
土筆の会ほか水彩画グループ展 10/4〜8［休］無し
銀座亜紀枝 刺し子学園桜木町教室生徒作品展
10/13〜18［休］無し
第 18 回エレガントガラスワーク元町生徒作品展
10/21〜23［休］無し［内容］ガラス工芸

ま行
みつい画廊
☎261-3321（ハヤカワ画材店） A- c3
堤あかし 水彩画展（想い出のヴェネツィアより）
9/26〜10/2［休］無し［内容］約 40 点
第 34 回二土会展
10/3〜9［休］無し［内容］油彩等約 50 点
奥田廣實 ガッシュ 10 号展
10/10〜16［休］無し［内容］水彩約 40 点
第 34 回モーヴ展
10/17〜23［休］無し［内容］油彩約 45 点
たけい とよこ展
10/24〜30［休］無し［内容］パステル画約 20 点
宮口一良展と諸先生 並びに 親しき画友の部屋
10/31〜11/6［休］無し［内容］水彩等約 50 点
みなとみらいギャラリー
☎682-2010 A- a2
キルトリーダーズ神奈川 第８回パッチワークキルト
作品展
9/29〜10/2［休］無し
第 15 回 JABA 作品展 サンドブラストアート展
10/4〜10［休］無し
第 3 回氏田正人展 10/5〜10［休］無し［内容］絵画
第 11 回アトリエ MoNo 絵画展
10/5〜10［休］無し［内容］絵画・立体作品
安藤桂穂 作品展 ほとけ
10/11〜17［休］無し［内容］日本画
サロンデザール 横浜展10/12〜17
［休］無し
［内容］
絵画
朋友陶房「第七回暮らしの器展」同時開催 水彩画展
10/12〜17［休］無し
第 41 回豆画家たちのバンビグループ作品展
10/18〜23［休］無し［内容］絵画・造形作品
彩友会展 10/18〜24［休］無し［内容］絵画
アトリエグラスバード ガラス工芸教室展 2016
10/19〜23［休］無し
押し花作品展 10/25〜31［休］無し
大日本花道協会「花展」拓本と生け花
10/28〜30［休］無し

や行
山手 234 番館
☎625-9393 A- b5
3rd IS 植物画サークル展 9/29〜10/4［休］無し
愉しい写真展 10/6〜11［休］無し
旅先や日常のホッとする風景や花の水彩画展
10/13〜18［休］無し
きりがみ絵 Collage Art キエラ作品展
10/20〜25［休］無し
フォトクラブ GENKI 写真展 Vol.2
10/28〜11/1［休］無し
山手 111 番館
☎623-2957 A- b5
100 人のリースの会 2016 9/30〜10/1［休］無し
人形着物作品展 10/3〜5［休］無し
Love Cats vol.5 ‑ ひとり猫展 ‑
10/7〜11［休］無し［内容］絵画
羊毛とオーストラリアワイルドフラワー
10/14〜19［休］無し
風景・その他 10/21〜26［休］無し［内容］洋画
きいろいろ 10/28〜11/2［休］無し［内容］写真
山の上ギャラリー
☎852-8855 C-⑬
祈りのかたち展
8/12〜10/1［休］月曜、火曜［内容］
「祈り」がテーマ。
木工厨子・仏壇・ガラスオブジェ等

横浜開港資料館
☎201-2100 A- b4
明治のクール・ジャパン 横浜芝山漆器の世界 ‑ 金子
皓彦コレクションを中心に ‑
7/22〜10/23［休］月曜（祝日の場合は開館、翌日休
館）
［内容］横浜芝山漆器は、安政 6(1859) 年の横浜
開港後、欧米諸国へ輸出された工芸品のひとつ。著名
なコレクター金子皓彦氏所蔵の資料をお借りし、横
浜芝山漆器を中心に横浜から輸出された工芸品の
数々を紹介
横浜市泉区民文化センター テアトルフォンテ
☎805-4000 C-⑯
色鉛筆アート＆写真展
10/8・9
［休］
無し
［内容］
よこはまアートクラブの作品展
佛像彫刻作品展10/19〜23［休］
無し
［内容］
生徒作品展
横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場
☎771-1212 C-⑰
第 9 回四季彩くらぶ はがき絵作品展
9/29〜10/4［休］無し［内容］四季折々の草花、野菜
等を水彩絵具で描く
YOKOHAMA「星団」写真展
10/5〜10［休］無し［内容］共同個展
全日本写真連盟磯子デジタル支部 写真展
10/12〜18［休］無し［内容］課題作品「道」と自由作
品、参考作品。計 45 点
第 11 回淨彩展 ( ダ・ヴィンチ、淨眞会合同作品展 )
10/19〜23［休］無し
横浜市磯子区民ホールギャラリー
☎750-2393 C-⑱
ダ・ヴィンチ会 9/28〜10/3［休］無し［内容］絵画
彩遊会 10/5〜10［休］無し［内容］絵画
鳥刻会 10/12〜17［休］無し［内容］彫刻
藍の会 10/19〜24［休］無し［内容］絵画
滝頭仏画教室 10/26〜31［休］無し［内容］仏画
横浜市岩間市民プラザ
☎337-0011 C-⑲
第 3 回グラスアートかがやき展
9/29〜10/2
［休］
無し
［内容］
グラスアート・シルエッ
トアート・メタルエンボッシングアート
古布とちりめんで作る雛の吊るし飾りと小さなおき
もの
10/5〜9［休］無し［内容］今年のテーマは「ふくろう」
保土ケ谷華道会いけばな展 10/29・30［休］無し
横浜市港南区民文化センター ひまわりの郷
☎848-0800 C-⑳
着物リメイク「布楽」
9/29〜10/5［休］無し［内容］洋服・バッグ・小物等
横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール
☎511-5711 B-㉑
平成 28 年秋 神奈川県きりえ展
9/28〜10/4［休］無し［内容］愛好家の作品
寿楽彩グループ展 ( 水彩画展 )
10/5〜11［休］無し［内容］永井勝講師の指導を受け
る 30 名の作品
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ
☎866-2501 C-㉓
戸塚区美術協会第117回絵画展・地域交流特別絵画展
9/28〜10/3［休］無し［内容］約 140 点
あとりえ空 ( くう ) 作品展
10/5〜10［休］無し［内容］小学生から高校生の絵画・
立体造形作品等
第2回：とつか宿場まつり 江戸時代へのタイムスリップ
10/13〜16［休］無し［内容］戸塚宿紹介・浮世絵・ジ
オラマ・街並図等
平成 28 年度 ( 第 23 回 ) 戸塚ふれあい文化祭
10/18〜24［休］無し
［内容］絵画・陶芸・書道等。前半
3 日・後半 3 日で展示作品を入れ替え
『夢・想い』の水彩画展
10/25〜31［休］無し［内容］港南区・保土ヶ谷区水
彩画教室合同展（63 名出品）
横浜市緑区民文化センターみどりアートパーク
☎986-2441 B-㉒
第 14 回みどり区民アート展
10/28〜11/6［休］無し［内容］油彩・水彩・アクリル等
横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-㉓
青葉合同絵画展
9/28〜10/2
［休］
無し
［内容］
ボタニカルアートあざみ
野・たけとんぼの会・水精会による合同展。約400点

