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緑川廣太郎《水門》
1967年／油彩、キャンバス／ 130.5×162.1cm

●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2017年2月15日現在のものです。）　
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ギャラリー

横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-㉓
青葉梢会絵画展
4/4～9［休］無し［内容］清水梢太郎先生門下生によ
る合同絵画展。油彩･水彩等、約150点
アートユニオン青葉合同写真展
4/10～16［休］無し［内容］青葉地区を中心に活動
する4つの写真クラブ=あざみフォトクラブ･田園
フォトクラブ･都筑写遊会･なごみフォトサークル
（旧フォトサークルゆうゆう）の合同展。約240点
第20回都筑写真倶楽部写真展
4/17～23［休］無し［内容］会員20名と先輩会員に
よる約100点
第12回さつき水墨画展
4/25～30［休］無し［内容］墨と水との調和による
美しさを求め、その意外性を楽しみながら描く。約
40点
横浜市吉野町市民プラザ ☎243-9261 C-㉕
江影会写真展
3/28～4/3［休］無し［内容］課題作品「農」のある風
景と自由作品計約50点
横浜市歴史博物館 ☎912-7777 B-㉔
横浜の遺跡展「弥生人GO・濠・業！」
4/4～6/11［休］月曜［内容］弥生時代中期の横浜の
社会を、集落・墓をキーワードに描き出す
横浜髙島屋美術画廊 ☎311-5111 A-83
第二回青晴会 日本画展
3/29～4/4［休］無し
岸野承・寛展
3/29～4/4［休］無し［内容］彫刻・陶芸
髙島屋美術部創設110年記念 石田知史・亘・征希 
パート・ド・ヴェール 作品展 －光・華ひらく－
4/5～11［休］無し
各務友木江展
4/5～11［休］無し［内容］洋画
髙島屋美術部創設110年記念 中島千波展－乾坤爛
漫－
4/12～18［休］無し
髙島屋美術部創設110年記念 滝沢具幸展
4/19～25［休］無し［内容］日本画
作陶50周年 森泰司 作陶展
4/19～25［休］無し
髙島屋美術部創設110年記念 佐藤泰生展
4/26～5/2［休］無し［内容］洋画
横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A-87 b3
第25回神奈川淡彩画会展
4/13～18［休］無し

横浜美術館 ☎221-0300 A-89 b2
横浜美術館コレクション展 2017年3月25日（土）
－6月25日（日）「自然を映す」
3/25～6/25［休］木曜（5/4は開館）、4/14、5/8［内容］
今年度のコレクション展第1期は、企画展「ファッ
ションとアート 麗しき東西交流」に先駆け、「第33
回全国都市緑化よこはまフェア『歴史と未来の横浜・
花と緑の物語』」の開幕に合わせて、美術家たちの自
然観を窺い知る、花や緑をモチーフとした作品を中
心に紹介する。企画展と連動させた19～20世紀の
東西交流に関連する作品群も展示。また、写真展示
室では、写真の芸術性を確立しようとした「ピクト
リアリズム（絵画主義）」の表現に焦点を当てる

ファッションとアート 麗しき東西交流
4/15～6/25［休］木曜（5/4は開館）、5/8［内容］
19世紀後半から20世紀前半のファッションと美術
に焦点を当て、横浜を一つの拠点とする東西の文化
交流が、人々の生活や美意識にどのような影響を及
ぼしたのかを紹介。横浜では初めての展示となる京
都服飾文化研究財団（KCI）所蔵のドレスや服飾品約
100点を中心に、国内外の美術館や個人が所蔵する
服飾品、工芸品、絵画、写真等、計約200点（会期中
一部展示替え有り）

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
サインスポット弥生アート展
3/27～4/2［休］無し［内容］水彩・油彩・ガラス絵・日本画

YCC ヨコハマ創造都市センター ☎307-5305 A-97 b3
YCC GALLRY 内海聖史「遠くの絵画」
2/20～4/2［休］無し［内容］「YCC Gallery」は、毎回
ひとりのアーティストの作品を1階のギャラリー空
間で展示する。第一弾は、筆や綿棒を用いて点描のよ
うに精緻に描く作家を紹介
YCC Temporary 大巻伸嗣
4/14～6/4［休］無し［内容］YCC Temporaryは、「一
組のアーティスト」に限定した個展形式。「ひとつの
空間」に「大型作品1点のみを展示」。第一弾は、知覚
に訴えかけるダイナミックなインスタレーション等
で広く知られる作家を紹介

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/

2017春季JAG展［1F/B1F］
［主催］特定非営利活動法人日本芸術家協会［内容］何にも
縛られない、自由な発想で楽しく描くことが最高の絵心
4/13～4/16
鎌倉彫会館石丸教室10周年記念展［3FB］
［主催］鎌倉彫石丸教室［内容］鎌倉彫を学んで10年。
基礎から楽しみながら彫った作品の数々
4/18～4/24
第41回光彩会展［3F］
［主催］絵の仲間光彩会［内容］水彩、風景画を主とし
た、6～20号。約130点
第34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］各会派で活躍す
る会員の絵画・工芸・彫刻の秀作80点の総合展示
点の解展［1F/B1F］
［主催］点の解［内容］平面作品を主体に、立体作品、
インスタレーションを展示
4/26～5/1
第59回二科神奈川支部展［3F/2F/1F/B1F］
［主催］二科神奈川支部［内容］油彩画大作中心に
170点展示。公募も同時展示

3/28～4/3
第5回横浜開港アンデパンダン展［3F/2F/1F/B1F］
［主催］横浜開港アンデパンダン展実行委員会［内容］無審
査、無褒賞、自主独立の市民アート。伊勢山会場も同時開催
4/4～4/10
第12回アトリエ・ポルト展［3FB］
［主催］アトリエ・ポルト［内容］個性を活かした油彩、
アクリルの力作を披露
第49回主体美術神奈川作家展［2F］
［主催］主体美術神奈川［内容］主体美術協会の神奈川
存住作家等による、平面作品70点ほどの展示
第24回横浜彫塑研究会彫刻展［1F］
［主催］横浜彫塑研究会［内容］1961年に結成された
彫刻の制作グループ。彫刻作品40点の展示
4/11～4/16
第19回華の墨絵会展［3FA］
［主催］華の墨絵会［内容］花鳥風月をテーマに墨色に
こだわった花鳥画山水画。70点
第39回浜美術連盟 絵画展［2F］
［主催］浜美術連盟［内容］油彩・水彩等約130点を展
示。教育委員会後援 

小茂田青樹《ポンポンダリヤ》1922（大正11）年/
絹本着色、一幅、78.9cm×56.0cm



あ行

妃香利／Hikari《月夜のかくれんぼ》／油彩、金箔、F0号

正岡子規（写真提供：正岡明）

《「小栗一代記」照手姫市川米蔵》
楠山永雄コレクション（神奈川県立金沢文庫写真提供）

高柳麻美子《変換 ～ talk17-4》
2017年／油彩、キャンバス

身野友之 《春の駅》／ F6号

Art Araq Asia Gallery（AAA Gallery）
 ☎664-3907 A-① b5
かおかお企画 『♥レトロゲームタウン♥』
3/25～4/7［休］3/28、4/4［内容］イラスト・ハン
ドメイド作品・アクセサリー・オリジナルグッズ等。
MSX、ファミコン、ディスクシステム、ゲームボー
イ等のレトロゲームの世界を感じる作品
GirL
4/8～14［休］4/11［内容］10人の作家による、各
自が考える理想の女の子像・アイドル像を表現
28時ユメノソト 個展
4/8～14［休］4/11［内容］イラスト
モノクロ展
4/15～21［休］4/18［内容］切り絵・写真・ペン画・
油彩… 手法を問わずモノクロで制作された作品の
集まる展覧会
針金鳥 個展『遠くの灯り』
4/15～21［休］4/18［内容］夜をテーマにしたド
ローイング作品
まるちゃん企画第11弾『BOOK展』
4/22～28［休］4/25［内容］「本」がテーマの企画展。
「本」や小説・童話などをモチーフとしたイラスト展
示とZINE・リトルプレス・絵本等の冊子販売
ニイミクミコ 個展【創造fantasìa】
4/29～5/5［休］5/2
すずきあやえ 個展
4/29～5/5［休］5/2［内容］絵画
なんつ 個展『心奥のチューリップ』
4/29～5/5［休］5/2［内容］原画・ドローイング・
ポストカード等
Art Gallery 山手 ☎628-0267 A-④ b5
第4回村田浩明 個展「色えんぴつと僕の世界」
3/29～4/3［休］無し［内容］色鉛筆画
第12回猫の展覧会
4/28～5/15［休］無し［内容］猫をモチーフにした
平面・立体作品

ギャラリーこやま ☎545-1105 B-⑦
第15回「書を楽しむ」青新書道会習作展
4/1～7［休］無し［内容］村井勝岳・荻原桂泉・阿部
結花ら19名による茶掛・軸・色紙・短冊・パネル・
手紙文等35点
押し花・グラスアート展
4/11～18［休］無し［内容］山本百合恵ら13名によ
る押し花・額絵・シルエットアート等50点
ギャラリーダダ ☎461-1533 A-32
平澤薫 水彩画展
3/29～4/4［休］無し［内容］光と風を感じる四季折々
の風景
山本文子・純子 二人展
3/29～4/4［休］無し［内容］書と画　
徳田美枝 水彩画展
4/5～11［休］無し［内容］四季折々風景等（透明水彩）
イマノマサコ 水彩画展
4/5～11［休］無し［内容］四季折々の花・静物等
湘風会30年記念展
4/12～18［休］無し［内容］洋画家仲間「湘風会」の
作品展
森秀代 油彩画展
4/19～25［休］無し［内容］元気溢れる油彩
木俣敏展
4/26～5/2［休］無し［内容］アジア各国の飛天をた
ずねて、他
ギャラリーミロ ☎251-5229 A-38 c3
藤茂芳枝 個展
3/27～4/2［休］無し［内容］油彩
愛らしい創作人形と色華やかなキルト 二人展
4/3～9［休］無し［内容］金子貞子（人形）・石原いづ
み（キルト）
第9回グループ”虹”展
4/10～16［休］無し［内容］水彩・スケッチ。10名
によるグループ展
日本画二人展 ～岩崎美代子・加藤敏夫～
4/17～23［休］無し
クロス・パティオ 緑のギャラリー ☎223-2621 A-45 a2
森の音楽会展 Ⅳ
3/30～4/5［休］無し［内容］間伐材で作った、演奏
者や遊んでいる子供たちの人形
絵画三人展
4/27～5/3［休］無し［内容］水彩・ペン画・鉛筆画 
50点

あ行
神奈川近代文学館 ☎622-6666 A-⑯ b5
特別展「生誕150年 正岡子規展－病牀六尺の宇宙」
3/25～5/21［休］月曜(5/1は開館)［内容］わずか
35年に満たない生涯のなかで、俳句、短歌の革新運
動を推し進め、写生文を提唱するなど、多岐にわたる
ジャンルで新時代の表現を追究した正岡子規（1867
～1902）。本展はその文学と生涯を振り返るととも
に、親友・夏目漱石をはじめ、子規に惹かれて集まっ
た多くの文学者との交流や、最期まで生きることを
楽しもうとした〈人間・子規〉の姿を紹介する

神奈川県立金沢文庫 ☎701-9069 C-⑤
特別展 愛された金沢八景－楠山永雄コレクション
の全貌－
2/10～4/23［休］月曜［内容］金沢八景やゆかりの
資料を収集した故・楠山永雄氏のコレクションが金
沢文庫に寄贈されることを記念し、その全貌を紹介。
江戸時代から昭和にかけての金沢八景や金沢周辺の
姿をたどる

特別公開 本多錦吉郎の幻の水彩画
2/10～4/23［休］月曜［内容］昨年、金沢文庫で所
蔵していることが明らかとなった、日本洋画の先覚
者・本多錦吉郎の作品を公開
特別展 国宝金沢文庫展～称名寺聖教・金沢文庫文
書国宝指定記念～
4/28～6/18［休］月曜［内容］平成28年８月、称名
寺に伝来し、金沢文庫が管理する総計２万点余りに
およぶ称名寺聖教・金沢文庫文書が一括して国宝に
指定された。これを記念し、金沢文庫に伝わる国宝
を中心として、代表的な資料を展示
カフェ・ギャラリーリンデン ☎532-5288 B-①
亀有捏造伝統芸「龜樂展」
4/5～16［休］月曜、火曜［内容］亀有生まれの音楽
家・西尾賢によって捏造された亀有伝統芸能の展示
ささき たかしの版画絵本原画展
4/19～23［休］無し［内容］ぼくらはみんな生きて
いる
ギャラリーKAN ☎641-4751 A-㉘ c4
甦る古布「田中みち子展」
4/5～8［休］無し［内容］ドロ大島の着物地で洋服・
バッグ・小物等80点
風薫る五月「春の創作展」
4/18～30［休］4/24［内容］もの作りする人8人に
よる、古布・お材料・和の小物・アクセサリー・和の
細工物等
ギャラリー伽羅 ☎842-1428 C-⑦
手作りきゃらSHOP
3/28～4/28［休］日曜、月曜［内容］着物リフォー
ムの服・バッグ・小物・アクセサリー・マスコット・
着物生地はぎれ等

art Truth ☎263-8663 A-⑥ b5
中島尚子 版画展
3/29～4/3［休］無し［内容］木口木版の作品
旭ギャラリー ☎955-3388 C-②
花を描く絵画展
4/7～23［休］無し［内容］大家から新鋭作家まで、
花を描いた作品展
1010美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑪ b4
千田高詩×都守太朗×朝比奈賢 「ここでも始まる
クリケーション？」
3/27～4/8［休］水曜［内容］平面
馬の博物館 ☎662-7581 C-③
馬のイラストレーターおがわじゅり 原画＆複製原
画展
2/24～4/16［休］月曜［内容］JRA競馬場や各施設
等のイラスト、競馬に関する各種グッズを手がけ、
馬の漫画やイラスト等で知られる作家の初個展。
4/9（日）にトークショー＆サイン会開催の予定
エリスマン邸 ☎211-1101 A-⑭ b5
写真展「時よ止まれ2」
4/1～6［休］無し
カメラおじさん山手－港町散歩
4/13～18［休］無し［内容］写真
1Rose ガラスアート展 vol.6
4/25～30［休］無し［内容］ステンドグラス等

か行

山手234番館 ☎625-9393 A-75 b5
パナソニック電工松寿会「水彩画展」
3/30～4/4［休］無し
第15回ピンホールアート展
4/6～11［休］無し［内容］写真
大人も皆子どもだった 第5回童画イラスト展
4/13～18［休］無し
バッグとえのものがたりvol.2
4/20～25［休］無し［内容］絵・バッグ
I Love Roses 2017
4/27～5/2［休］無し［内容］バラの写真
山手111番館 ☎623-2957 A-76 b5
Madam.Kの着物 ～古き良き時代に～
3/31～4/4［休］無し［内容］人形着物
春、そしてバラ
4/14～19［休］無し［内容］クロスステッチ・キルト
ドレス等
中島羽笛・花のギャラリー
4/21～26［休］無し［内容］日本画・水彩・版画
ONO ASA展 第1歩
4/28～5/3［休］無し［内容］絵画
横浜開港資料館 ☎201-2100 A-78 b4
横浜開港資料館開館35周年記念 時を超えて・ハマ
の史跡の物語
2/1～4/23［休］月曜［内容］昭和初頭、横浜市が郷
土史家の協力を得て初めて史跡の選定を行なった。
本展示では、横浜市の史跡選定の歴史を、当館が所
蔵する郷土史家関係資料を中心にたどる

や行

三溪園 ☎621-0635 C-⑩
所蔵品展 「春」
3/9～4/18［休］無し［内容］三溪自筆の書画や三溪
が支援した近代作家の絵画等
俳句展
3/16～5/24［休］無し［内容］投句箱に寄せられた
俳句の中から優秀作品を画とともに紹介
所蔵品展「初夏」
4/20～5/23［休］無し［内容］三溪自筆の書画や狩
野探幽の障壁画等
そごう美術館 ☎465-5515 A-55
絵画の潮流展 明治から昭和の日本画と洋画 エール
蔵王島川記念館所蔵 秘蔵の名品 
3/4～4/9［休］無し［内容］ エール蔵王島川記念館
は、仙台の実業家島川隆哉氏がコレクションした横
山大観「霊峰不二」をはじめ、日本画・洋画・工芸品
等を収蔵する。近代日本画家達の厳選された作品約
60点を紹介

身野友之 油絵展
4/6～12［休］無し［内容］丹念に描かれた古い街並
み等の風景画

為金義勝 木版画展
4/13～19［休］無し［内容］金箔や鮮やかな色彩で、
形のないもの －感情・光や風・愛・音楽－ に、明快
なカタチを提示し、日本の伝統美とモダンの融合を
感じさせる作品
竹澤イチロー 作品展
4/20～26［休］無し［内容］作家の出身地・北海道
紋別に伝わる守り神・セワポロロからイメージして
創作された「セワッピー」をはじめ、幸福感あふれ
る作品
第9回掛川和彦 油絵展
4/27～5/3［休］無し［内容］深みのある色彩とクラ
シカルなタッチで描いた静物・人物等

さ行

鶴見画廊 ☎584-7208 B-⑮
鈴木遊 個展
4/19～24［休］無し［内容］油彩の風景画・静物画。
木の実をペンで描いたスケッチ
東急百貨店たまプラーザ店 4階アートサロン
 ☎903-2441
～愛知芸大日本画出身～ 女性三人展
3/30～4/5［休］無し［内容］片岡球子が教鞭をとっ
た愛知県立大学で学んだ若き女流画家、白石綾奈・
加藤清香・中山志野の作品

た行

日本郵船歴史博物館 ☎211-1923 A-59 b3
日本が運んだニッポン～客船メニューのデザイン
4/22～7/17［休］月曜［内容］戦前、船で供された
食事のメニューは、写真や多色刷木版で彩られ、日
本の歴史・風俗・美術・年中行事や景勝地の風景が
表されていた。“メニュー”という“小さな船”に乗せ
られ世界に運ばれたニッポンを紹介
爾麗美術 ☎222-4018 A-61 b4
ぬかりや章 個展
4/1～16［休］4/5、12［内容］爾麗美術案内状のデ
ザイナーの作品
第12回春 黒騎士展Ⅰ永田晶彦展
4/22～5/2［休］4/26

ブラフ18番館 ☎662-6318 A-71 c5
楽しい水彩画展 3/31～4/4［休］無し
第2回「楽しいスケッチ」 4/7～10［休］無し［内容］水彩
工房暖簾Zoo
4/13～17［休］無し［内容］作家30名による動物を
テーマにした作品
陶芸教室十色 作品展 4/19～24［休］無し
フォト03会写真展 4/25～30［休］無し
放送ライブラリー ☎222-2828 A-72 b4
プロが魅せるテレビの世界 フジテレビ セットデザ
インのヒミツ展～伝説のドラマから人気バラエティ
まで～
2/24～4/9［休］月曜 ［内容］フジテレビの人気番組
の実物セット・小道具・衣装・台本・模型・イメージ図・
ラフスケッチ、また、落書き、ボツ図面も展示。番組を
作り上げる面白さを美術デザイナーの視点から紹介

横浜市泉区民文化センター テアトルフォンテ
 ☎805-4000 C-⑯
書道の展覧会
4/4～10［休］無し［内容］緑園書道教室会員の書作品
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
4/5～10［休］無し［内容］会員18名による風景や
静物を描いた水彩。約50点
第21回清彩会作品展
4/12～18［休］無し
第15回全日本写真連盟八景写友会支部・八景写友
会写真展
4/19～25［休］無し
横浜市岩間市民プラザ ☎337-0011 C-⑲
第17回 保土ケ谷美術展
3/28～4/2［休］無し［内容］区在住の美術作家の油
彩・水彩・日本画・水墨画・版画。20点
第22回かもがわ絵画教室作品展
4/11～16［休］無し［内容］油彩を中心とした生徒
作品
MPSA12カラット パステルシャインアート展
4/19～24［休］無し［内容］削ったパステルで表現
された、12人の織りなす、12cm角の宇宙。描く側
の体験もあり
水墨画 蒼墨会展
4/25～30［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
遊アート会作品展
3/30～4/5［休］無し［内容］油彩・水彩・アクリル画・
子供の造形作品等
第15回スリーＳ写真展
4/6～12［休］無し［内容］風景がメイン。スナップ
や花の写真もあり
横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール
 ☎511-5711 B-㉑
郷右近健二 絵画展「横浜百景」
4/1～9［休］無し［内容］在りし日の横浜を家庭用水
性ペンキスプレーで描いた風景画
「アイディアはがき」展
4/15・16［休］無し［内容］アイディアを盛ったはが
きの展示。テーマは『優』   
鶴見書人展
4/21～25［休］無し［内容］鶴見にゆかりのある書
人・書道愛好家の作品
花の集い
4/30［休］無し［内容］フラワーアレンジメントで表
現した世界の国々
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ 
 ☎866-2501 C-㉓
彩ゆう会・永彩会 水彩画作品展2017
3/28～4/3［休］無し［内容］横山貴裕講師指導の風
景・静物・花等の作品約90点
第13回水彩画サークルみずえもん水彩画展
4/4～10［休］無し［内容］明るく楽しく水々しくを
モットーに研鑚した癒やしの水彩65点
春を彩る三人展
4/5～10［休］無し［内容］かな書漢字書篆刻絵画
第9回「なごみの会 会員展」わが街「戸塚」の風景画
コーナー
4/12～17［休］無し［内容］水彩・油彩・アクリル画
等、会員12名による絵画作品
第2回YSボタニカルアート教室作品展
4/13～17［休］無し［内容］植物を精細に水彩で描
いたボタニカルアート。約80点
第13回 彩の会展
4/18～24［休］無し［内容］日本画
演奏会のチラシ展 Life with classic
4/26～30［休］無し［内容］クラシック音楽のチラ
シ展示・まつわる作品
横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-㉓
第4回森村学園中高等部美術部展覧会
3/29～4/2［休］無し［内容］38名の部員による個人
制作の展示に加え、会場に合わせて構成する共同制作
を発表。3/29は、合唱部によるミニコンサートを開催
木彫作品展
3/29～4/2［休］無し［内容］11人のグループ展。約
100点

な行

は行

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
3/27～4/2［休］無し［内容］水彩等約50点
YYY展 4/6～9［休］無し［内容］4人の水彩展
フラウ展
4/10～16［休］無し［内容］油彩・水彩等。女性限定
の企画展
丸山進一 水彩画展 4/17～23［休］無し［内容］約45点
森田ひろみ 個展
4/24～30［休］無し［内容］猫と女。スケッチ約20点
みなとみらいギャラリー ☎682-2010 A-74 a2
デジタル書作家協会 東日本展「温」
3/28～4/2［休］無し［内容］デジタル書道
シャドウボックス・ラ・マーニ作品展
3/29～4/3［休］無し［内容］シャドウボックス作品
東京都市大学 写真部「春展」 3/29～4/2［休］無し
第23回碧い水展 4/4～9［休］無し［内容］絵画
よみがえれ 魚たちよ!! 4/4～9［休］無し［内容］魚拓
第17回水曜会絵画展 4/11～17［休］無し
第13回つづき淡彩画会展 4/11～17［休］無し
第49回二科会写真部神奈川支部公募展
4/20～24［休］無し
美術団体等迦会 第23回横浜支部展 ：共催 桑野容
子回顧展
4/25～30［休］無し［内容］絵画
港横濱辰己組 きり絵展
4/25～5/1［休］無し［内容］切り絵
華麗なる帆船模型～白井一信展～
4/25～5/1［休］無し

ま行

・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。

f.e.i art gallery ☎325-0081 A-67
conversation 高柳麻美子展
4/10～28［休］土曜、日曜［内容］過去・現在を織り
込んだ風景をテーマに、キャンバス内に散りばめら
れた様々な色や形で過去と現在との空間を融合させ
た作品

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA 
 ☎411-5031 A-68
STONE－表現の原石－
3/21～4/2［休］月曜［内容］石を使用した、もしく
は石を発想の根源とした彫刻。4作家のグループ展
Borderless Dolls ～ヒトガタのなかの7ツの世界～
4/11～28［休］月曜［内容］作家7人の創作人形展。
三浦悦子・陽月・愛実・FREAKS CIRCUS・本城光太
郎・水澄美恵子・吉田良 
FUJIMURA CONTEMPORARY ART. 
 ☎641-3070 A-70 b5
ウレ・リトゲン来日・新作発表展
4/1～30［休］月曜、火曜［内容］ドイツのメロディ
アスロックバンド FAIR WARNINGのベーシスト
として活躍するUle W.Ritgenは画家でもあり、日
本では10年近く作品を発表し続けている。今回は
版画（ジークレ）約30点を展示


