
インカ・ショニバレ MBE
《さようなら、過ぎ去った日々よ》2011 年

Courtesy the artist and James Cohan Gallery, New York 

や行

ら行

馬場檮男 《秋の日本大通》
1981年 ／リトグラフ／ 23.5×31.5cm

●ホームページで作品解説をご覧いただけます

ホームページでも情報公開 !
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?
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。
「アートヨコハマ」（市民ギャラリーの情報誌、年3回発行）「ヨコハマ・ギャラ
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9月15日現在のものです。）　
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デザイン：ふじたおさむ

ギャラリー

横浜市港南区民文化センター ひまわりの郷
 ☎848-0800 C-⑳
サハラ・イスタンブール・クルンテープ幻想
10/27～11/2［休］無し［内容］油彩・アクリル・鉛筆
画。約50点
横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール
 ☎511-5711 B-㉑
「ぐるーぷ遊画」水彩画展
11/2～8［休］無し［内容］佐藤光男・澤野達郎・柳川
俊夫
第6回光彩展
11/9～13［休］無し［内容］すずきゆきお・玉井亜季・
木佐貫悦深
第5回潮田地区センター絵画サークル展
11/23～29［休］無し［内容］相澤玲子・小池幸子・市川征男
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ 
 ☎866-2501 C-㉓
新書芸サロン書作展
11/3～7［休］無し［内容］かな、漢字、かな漢字交り
書等の創作が中心
第19回三ツ境カルチャーフォトクラブ写真展
11/9～14［休］無し
「デジフォト・風」及び「レインボー」作品展
11/15～21［休］無し［内容］「空」・「水辺」等の写真
第24回水彩画梢展 11/22～28［休］無し［内容］約80点
第7回とつかお結び広場
11/30～12/4［休］無し［内容］戸塚を中心に様々な
分野で活動している方々の活動紹介
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
濱崎道子 大作展
11/2～6［休］無し［内容］書の大作30点と立体作品。
11/5 13時より、大字揮毫デモンストレーション
第49回公募竹青社書展
11/25～12/1［休］11/28［内容］約250点
横浜市吉野町市民プラザ ☎243-9261 C-㉕
彩優会 水彩画展
11/9～13［休］無し［内容］木村優博先生に学ぶグ
ループ7回目の展示会。F4号～F10号の作品約60点
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-83
ー雪月花ー 雪 二十題
10/26～11/1［休］無し［内容］日本画
泉谷淑夫展 11/2～8［休］無し［内容］洋画
米田 和展 11/2～8［休］無し［内容］陶芸
第21回手のひらの小宇宙 現代根付展11/9～15［休］無し
山本一恵展 11/9～15［休］無し［内容］洋画
林 敬二展 11/16～22［休］無し［内容］洋画
安藤和夫 木工展 11/16～22［休］無し
李 暁剛展 11/23～29［休］無し［内容］洋画

横浜都市発展記念館 ☎663-2424 A-84 b4
焼け跡に手を差しのべて-戦後復興と救済の軌跡-
10/22～1/15［休］月曜（祝日の場合は翌平日）、年
末年始［内容］戦後横浜の復興への軌跡とともに、戦
争被害者に対して救済の手を差しのべた横浜の人々
の取り組みについて、当時の資料から紹介する
横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A-87 b3
第36回横浜能面展
10/27～11/1［休］無し
第34回川村造形美術2016展
11/3～8［休］無し
第38回KPC公募 写GIRL展
11/23～28［休］無し［内容］写真
横浜美術館 ☎221-0300 A-89 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-91 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-94 c3
漣展
10/31～11/6［休］無し［内容］油彩を中心に約20点

横浜市民ギャラリー展覧会情報 ☎315-2828  A-b2   ※会期・時間等は事前にご確認ください 

リーブギャラリー ☎253-7805 A-96 b3
上原収二展 10/31～11/6［休］無し［内容］水彩100点
小澤 淳展 11/14～20［休］無し［内容］水彩
横山晃治となかま展
11/21～27［休］無し［内容］水彩
2016年クリスマス展
11/28～12/4［休］無し［内容］皮製品・アクセサリー等

横浜市民ギャラリーの収蔵作品を毎月紹介します

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/

11/29～12/5
横浜四大学連合写真展［3F/2F］
［主催]横浜四大学写真連合［内容]横浜市内にある四
つの大学の写真部及びOBによる合同展覧会
第42回ハマグルッペ展［1F］
［主催]ハマグルッペ［内容]写真をはじめとして、油
彩・水彩・水墨・創作人形・てん刻など100点
11/30～12/5
第28回雨聲会横浜書展［B1F］
［主催]雨聲会 横浜支部［内容]淡墨による漢字・かな
作品や子ども達の書道作品。70点

11/2～11/14
第72回ハマ展 ［3F/2F/1F/B1F］
［主催]横浜美術協会［内容]会員、会友、一般応募者
の入選作品を展示
11/15～11/20
第56回神奈川旺玄展［3F/2F/1F/B1F］
［主催]一般社団法人 旺玄会神奈川支部［内容]油彩
を中心に水彩、日本画、版画等。200号以下、約200
点を展示
11/22～11/28
第63回春陽会神奈川研究会展［3F/2F/1F/B1F］
［主催]春陽会 神奈川研究会［内容]神奈川在住春陽
展出品者70名の年間研究成果絵画180点の展示
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《せんのりきゅう （部分）》
2015年／アクリル／200×280 mm 

《一天に咲く》2011年／胡粉、色鉛筆／ S80号

ギャラリーミロ ☎251-5229 A-38 c3
風響会 日本画展
10/31～11/6［休］無し
山水会 日本画展
11/7～13［休］無し［内容］山中本士先生指導による
グループ展
GREEN PEPPER展
11/14～20［休］無し［内容］油彩。女性グループ展
ミマス絵画会展
11/21～27［休］無し［内容］油彩。第34回目を迎え
るグループ展
ギャラリー Lei OHANA ☎941-6169 B-⑪
冬が来る前にあたたかな木版画展 11/3～6［休］無し
Early Season
11/21～23［休］無し［内容］手作りアクセサリー
ギャルリーパリ ☎664-3917 A-41 b4
柳 幸典展
10/14～11/12［休］日曜
木曽淑枝展
11/14～19［休］無し［内容］シルバージュエリー
中佐藤 滋展～海岸通り～
11/21～29［休］日曜［内容］絵画
クロス・パティオ 緑のギャラリー ☎223-2621 A-45 a2
桂花窯
11/11～15［休］無し［内容］唐津焼（ランプシェード）300点
ゴールデンギャラリー ☎201-7118 A-47 b3
第50回記念 春秋会書作展
11/3～8［休］無し
千墨会展
11/10～15［休］無し
第36回日本総合書芸院選抜展
11/18～22［休］無し
第33回産経神奈川百選書展
11/24～29［休］無し
CoZAの間 ☎831-5127 C-⑨
大場冨生 木版画展「すてきな悲しみ」
11/6～13［休］無し［内容］母の日に刻んできた追善
の版画
たかだみつみ 木版画展「MeDeRu」
11/20～26［休］無し［内容］創作初期から続けてい
る「道具」をモチーフとしたシリーズ

Art Araq Asia Gallery（AAA Gallery）
 ☎664-3907 A-① b5
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
遊闇展～砂と切り絵の闇物語～
11/5～11［休］11/8［内容］サンドアーティストKisato・
切り絵作家Saori Sugawara。ダークファンタジーが
テーマ
ペット展２
11/5～18［休］11/8,15［内容］人に飼われている動
物がテーマ
不倶戴天個展 11/12～18［休］11/15［内容］切り絵
万夜 初個展『少女リボン』
11/12～18［休］11/15［内容］ 「私」を通して見たも
の、心に溢れるものを込めた作品
Filmcamera ♥ lovers.
11/19～25［休］11/22［内容］フィルム写真のグルー
プ展
まるちゃん企画『雨展』
11/19～25［休］11/22［内容］雨の日を明るく楽し
い気分に変える企画展
女の子の半分は甘いものでできている
11/26～12/2［休］11/29［内容］夢の世界やお菓子
のモチーフの展覧会
art gallery, on the wind ☎251-6937 A-③ c3
11月のことば展
11/5～13［休］11/7～11［内容］女子美術大学大学
院修士課程で日本画を専攻した作家5名の合同展。
季節のことばを題に借りた作品
Art Gallery 山手 ☎628-0267 A-④ b5
矢口美子 個展
11/3～8［休］無し［内容］水彩。花・人物等
白木ゆり 個展
11/10～15［休］無し［内容］銅版画・油彩・水彩・コ
ラージュ
第4回小さな世界展
11/17～27［休］無し［内容］絵画・写真・金工等ＣＤ
ケースを使ったART展
art Truth ☎263-8663 A-⑥ b5
武永リヨ 個展
11/2～7［休］無し［内容］椅子や蓮をモチーフにし
たアクリル画
永吉香里 個展
11/9～14［休］無し［内容］版画・陶器
永見由子個展
11/16～21［休］無し［内容］女性を描いた日本画
リトルクリスマス・小さな版画 個展
11/23～28［休］無し［内容］約50名の版画家の作品
小松修 個展
11/30～12/5［休］無し［内容］外国の風景を描く水彩
artmania cafe gallery yokohama
 ☎514-3980 A-⑧ b2
リサエキシビジョン3～パンツ展～
11/20～26［休］無し［内容］絵画
旭ギャラリー ☎955-3388 C-②
ちぎり絵 髙橋妙子展
11/3～13［休］無し［内容］風景・花。約30点
ATELIER K・ART SPACE ☎651-9037 A-⑩ c4
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
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
樋口多衣子 個展
11/5～15［休］水曜［内容］平面作品
清野耕一 個展
11/19～12/4［休］水曜［内容］木版・銅版を使用し
た半立体作品

ギャラリー＆スペース弥平 ☎090-3229-4166 B-②
羊毛フェルト＆シルバーアクセサリー アトリエ シル
バーマウ作品展示会
11/17～19［休］無し［内容］羊毛で作る主に犬猫の
作品・銀粘土のシルバーアクセサリー
ギャラリーKAN ☎641-4751 A-㉘ c4
游展・染と織 最終章
11/15～19［休］無し［内容］洋服・スカーフ・小物・
バッグ等60～70点
布あそび「着物リメイク展」
11/22～27［休］無し［内容］手作りする5人による100点
ギャラリー伽羅 ☎842-1428 C-⑦
手作りきゃらSHOP
11/1～12/3［休］日曜・月曜・祝日［内容］着物リフォー
ム服・バッグ・ポーチ・編みぐるみ・アクセサリー等
ギャラリーこやま ☎545-1105 B-⑦
写真＆七宝〈常設展〉
11/2～7［休］無し［内容］写真（山口栄一、他）七宝・
絵とアクセサリー（島崎まり）
木版画展
11/11～17［休］無し［内容］矢萩英雄、内部 隆、他。18点
太田秀雄 油・水彩作品展
11/21～27［休］無し［内容］静物・風景。25点
ギャラリー守玄齋 ☎201-7118 A-㉛ b3
第33回産経神奈川百選書展
11/24～29［休］無し
ギャラリーダダ ☎461-1533 A-32
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
押し花展 11/2～8［休］無し
染めの会「夢」作品展
11/9～15［休］無し［内容］創作型染め・ろうけつ染め
ささくら貫聖 作品展
11/16～22［休］無し［内容］アクリル画。夢とユー
モアがテーマ
大賀正子 作品展 11/16～22［休］無し［内容］
オガワヒロシ 色鉛筆画展
11/23～29［休］無し［内容］線の美しさを生かして
阿部麗 水彩画展
11/23～29［休］無し［内容］卓上の静物・花等
大久保綾子 油絵展
11/30～12/6［休］無し［内容］国内外の四季の風景等
伊海春子 作品展
11/30～12/6［休］無し［内容］パステル・油彩
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
鈴木知子 水彩画展 100枚の絵
11/10～15［休］無し［内容］北イタリアの風景・日
本の四季を中心に。100点
水彩画教室 第9回パレット会展
11/17～22［休］無し［内容］スケッチ教室とフラワー
教室（透明水彩画）の合同展覧会。約135点
サンクチュアリ展
11/24～29［休］無し［内容］横山俊光氏の生徒達10
名のグループ展。アクリル・水彩・パステル等
横山俊光展
11/24～29［休］無し［内容］18回目の個展。鉛筆・
アクリル
gallery fu ☎070-6429-8597 A-37 c5
Hanae Tanazawa Solo Exhibition BITS AND 
PIECES …and the Animals
11/1～6［休］無し［内容］折り紙の「切れ端（カケラ）」
を使った切り貼りで制作する棚澤英恵の横浜では3
年ぶりとなる個展
小林大悟 個展 絵本「せんのりきゅう」の世界展
11/18～27［休］月曜 ［内容］おおしま国際手づくり絵
本コンクール2014で最優秀賞を受賞した絵本の世界
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神奈川近代文学館 ☎622-6666 A-⑯ b5
特別展「安岡章太郎展――〈私〉から〈歴史〉へ」
10/1～11/27［休］月曜 ［内容］安岡章太郎（1920 - 
2013）の生涯と文学の軌跡を総合的にたどる初めて
の展覧会。生涯、〈学校と軍隊と病院〉に象徴される近
代社会における抑圧や束縛を嫌い、“劣等生” “ナマケ
モノ”を自称した小説家の実像を探りながら、幅広い
創作スタイルと巧みな描写に支えられた安岡文学の
魅力を紹介する
神奈川県立金沢文庫 ☎701-9069 C-⑤
生誕八〇〇年記念特別展 忍性菩薩-関東興律七五〇年-
10/28～12/18［休］月曜、11/4、24 ［内容］鎌倉で
活躍した律僧忍性の生涯を軸に律宗教団の成立と展
開をたどる。関連講座も多数開講
カフェ・ギャラリーリンデン ☎532-5288 B-①
小林大介 イラスト画個展
11/9～20［休］月曜、火曜 ［内容］動物や花を描いた
原画
藤本遥可 墨彩画個展
11/23～27［休］月曜、火曜 ［内容］「旅人画家の百物
語」 パリ印象派を巡って
ガレリア セルテ ☎651-5471 A-㉑ b3
畑中義延 油彩画展 11/13～19［休］無し
アルテ-多摩美神奈川OB展- 11/21～27［休］無し
右近とし子 水彩画展（美術著作権センター）
11/28～12/7［休］無し
画廊 楽 ☎681-7255 A-㉔ c4
日本画院
10/31～11/6［休］無し［内容］日本画
響韻会
11/7～13［休］無し［内容］日本画
水戸部クラス展
11/14～20［休］無し［内容］楽絵画教室水戸部クラ
スの生徒展
香川猛 個展
11/14～20［休］無し［内容］洋画。二科会会員作家
鈴木勁介展
11/21～27［休］無し［内容］洋画。一水会所属作家
Gallery ARK ☎681-6520 A-㉕ c4
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。約20点
広田稔展
11/17～26［休］11/20［内容］油彩・水彩等

MZarts ☎315-2121 A-⑬ c3
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 ［内容］港北区
大倉山で活動する「アートかれん」の作家たち。川戸
由紀の刺繍作品、栁まどかの絵画、自動車などをモ
チーフにした磯部涼の作品
エリスマン邸 ☎211-1101 A-⑭ b5
第7回きらく展
11/3～6［休］無し［内容］陶芸
みなとみらいフォトサークル 第16回写真展
11/19～24［休］無し
波止場の写真学校横浜校　鈴木知子ゼミ3期生　修
了写真展
11/25～29［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点と、関連する大佛作品・
資料をあわせて展示
平成28年度大佛次郎記念館テーマ展示Ⅲ ロマン・
ロラン生誕150周年記念「大佛次郎のフランス」
11/17～3/12［休］月曜（祝休日の場合は翌日）12/26
～1/3、1/10 ［内容］ロマン・ロラン（1866-1944）は、
大佛次郎が高等学校以来傾倒し、熱心に読んだフラ
ンスの作家である。大佛の目に映ったフランスの印
象をたどり、「大佛次郎の愛したフランス」にせまる

か行

みつい画廊 ☎261-3321（ハヤカワ画材店） A-73 c3
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
第24回キャンバス アバウト展
11/7～13［休］無し［内容］油彩等約40点
漂展 11/14～20［休］無し［内容］水彩約40点
第37回汎土会洋画展
11/21～27［休］無し［内容］油彩約30点
アトリエ・サン展
11/28～12/4［休］無し［内容］油彩等約40点
みなとみらいギャラリー ☎682-2010 A-74 a2
座頭鯨 Humpback whales
11/1～6［休］無し［内容］写真
木彫里羅作品展 11/1～7［休］無し［内容］木彫り作品
梶山文伸 木版画展 11/1～7［休］無し
静翔書展 11/9～13［休］無し
第6回丸太小屋の会 パッチワーク作品展
11/16～20［休］無し
ねんどの花 ルレーブ・フルール展
11/24～27［休］無し［内容］アートフラワー
KIKUNAアトリエ絵画造形教室 群青展
11/29～12/5［休］無し［内容］絵画

ま行

山手234番館 ☎625-9393 A-75 b5
フォトクラブGENKI写真展Vol.2 10/28～11/1［休］無し
横浜スケッチクラブ水彩画展 11/3～8［休］無し
ふたごのゆかいなアート展
11/11～15［休］無し［内容］創作絵本と原画展
ハッピーキルト横田弘美 パッチワーク展
11/18～22［休］無し
山手111番館 ☎623-2957 A-76 b5
きいろいろ
10/28～11/2［休］無し［内容］写真
曼荼羅展 11/5［休］無し［内容］点描曼荼羅画
Deco R Yokohama 第7回作品展
11/11～16［休］無し［内容］フラワーアレンジ
鈴木恵み写真展『お花畑。2』 11/18～23［休］無し
ポーセリングアート（白磁の上絵つけ）“ポットの集い”
11/25～27［休］無し
山の上ギャラリー ☎852-8855 C-⑬
アンティーク絨毯コレクション
11/18～12/4［休］月曜・火曜［内容］イラン、トルコ、
アフガニスタンなど1800年初期から現代まで
横浜開港資料館 ☎201-2100 A-78 b4
明治天皇、横濱へ-宮内省文書が語る地域史-
10/28～1/29［休］月曜（祝日の場合は開館、翌日休
館）、年末年始、資料整理日［内容］明治維新後、明治
天皇は横浜を訪れ、政府が推進する「殖産興業」や「富
国強兵」の場面に立ち会った。本展では、宮内庁宮内
公文書館所蔵の各種史料から横浜の歴史を見るとと
もに、地域史の視点から明治天皇の姿を追う
横浜市泉区民文化センター テアトルフォンテ
 ☎805-4000 C-⑯
UFOパネル展
11/12・13［休］無し［内容］UFOの写真及び宇宙人
からのメッセージ紹介
横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場
 ☎771-1212 C-⑰
第23回坪呑絵画クラブ展
11/2［休］無し［内容］水彩。風景・静物等約55点
横浜市磯子区民ホールギャラリー
 ☎750-2393 C-⑱
押花アート 千鳥草の会 11/2～7［休］無し
木彫り同好会 11/9～14［休］無し［内容］彫刻
端彩会 11/16～21［休］無し［内容］絵画
写友どんぐり 11/23～28［休］無し［内容］写真
四季の会 11/30～12/5［休］無し［内容］絵画
横浜市岩間市民プラザ ☎337-0011 C-⑲
高齢者作品展
11/2～6［休］無し［内容］60歳以上の方の絵画・書・手芸

や行

そごう美術館 ☎465-5515 A-55
西田俊英展 忘るるなゆめ
10/18～11/13［休］無し［内容］卓越した描写力と力
強い画風により、新たな日本画の世界を切り拓く西田
俊英（1953～）の代表作と最新作まで約60点を展示

さ行

仲通りギャラリー ☎211-1020 A-58 b3
田邊 昭 水彩展 10/31～11/6［休］無し［内容］風景画中心
白田彩乃展
11/15～20［休］無し［内容］油彩。第47回神奈川白
日会 仲通りギャラリー賞受賞記念展
うえとこ まさよ 個展
11/21～26［休］無し［内容］コラージュ・ミックス
メディアによる作品。第5回横浜開港アンデパンダ
ン展サインスポット展
佐藤光男展 11/28～12/3［休］無し［内容］油彩・水彩
日本郵船歴史博物館 ☎211-1923 A-59 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て、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
ニュースパーク（日本新聞博物館） ☎661-2040 A-60 b4
こんな時代があった 報道写真「昭和8年」
10/1～12/25［休］月曜（祝日・振替休日の場合は次
の平日）［内容］昭和8（1933）年は、日本が国際連盟
を脱退し、欧州ではナチスが政権を握るなど、世界が
再びの大戦へと大きく舵を切った年であった。本展
では、古写真収集家の石黒敬章氏が所蔵する写真を
中心に、共同通信社のアーカイブ写真を交えて、当時
の世情を振り返る
爾麗美術 ☎222-4018 A-61 b4
秋・黒騎士展 星野鐡之 個展
11/11～17［休］無し
秋・黒騎士展
11/19～27［休］無し［内容］安斉アヤ子・永田晶彦・杉村
倉太・能登茂行・星野鐡之・鈴木正道・山本治美・野田洋介

な行

万国橋ギャラリー ☎201-8103 A-65 b3
「燎の会」選抜小品展
11/1～7［休］無し［内容］独立美術協会所属作家の
グループ展
f.e.i art gallery ☎325-0081 A-67
中澤美和展-安楽の景色-
10/17～11/2［休］土曜・日曜［内容］日本画。理想
と現実の関係性、主に理想郷をテーマとした作品
須田真由美展
11/7～25［休］土曜・日曜・祝日［内容］色鉛筆で描
く心象風景

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA 
 ☎411-5031 A-68
高屋修 絵画展
11/1～6［休］無し［内容］油彩・水彩・パステル。南
仏プロヴァンス地方の風景や静物等
西山巌の世界
11/8～13［休］無し［内容］外交官として世界各地の色
彩と空気に触れてきた作家の個展。パステル画・油彩画
の代表作を展示
第48回白日会神奈川支部展
11/15～20［休］無し［内容］絵画（油彩・水彩中心）。
白日会は大正13年（1924年）結成、伝統技法を尊重し
た上で各作家が写実表現の可能性を追求してきた団体
アトリエ21 -100枚のクロッキー展
11/22～12/4［休］月曜［内容］アトリエ21を主宰
する岡田高弘、上田耕造、広田稔によるグループ展
ブラフ18番館 ☎662-6318 A-71 c5
好きなものに囲まれて！
11/4～8［休］無し［内容］Fork Art・刺しゅう作品

第21回トールペイント フエキ作品店
11/10～12［休］無し
第2回フォトサークル横浜山手 写真展
11/20～23［休］無し
結～YUI 11/24～27［休］無し［内容］写真

は行

鶴見画廊 ☎584-7208 B-⑮
俵たけし 「穏やかな人々・HUNZA」パキスタン・フ
ンザ村に滞在して
11/10～17［休］無し［内容］絵画
POT HOOK ＃9
11/19～26［休］無し［内容］日本画のグループ展
6人展 11/28～12/4［休］無し
東急百貨店たまプラーザ店 4階アートサロン
 ☎903-2441
「Impression」2016 Takanori Horikawa Exhibition 
堀川貴永 作陶展
10/27～11/2［休］無し［内容］堀川ブルーの釉薬を
駆使した新作器約150点
第2回渺渺（びょうびょう）小品展-日本画小品展-
11/3～9［休］無し［内容］「広く果てしないさま」を意
味する渺渺のとおり無限の広がりを秘めた若手作家た
ちの世界。0号～6号サイズを中心に約30点
-南仏の光と幸福の色彩美- アントワーヌ・アンリ 
油彩画展
11/10～16［休］無し［内容］パリの芸術家一家に生
まれ、オートクチュールのトップデザイナーとして
活躍の後、画家となった作家の作品。約25点
第11回宏二郎 絵画展
11/17～23［休］無し［内容］蝋燭シリーズ、海シリー
ズ等の油彩約25点
第4回元木貴信 宙吹きガラス展
11/24～30［休］無し［内容］最古のガラス成形技法・
宙吹きで制作した作品

た行

・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。


