横浜市吉野町市民プラザ
☎243-9261 C-㉕
第 46 回書画小品展
6/1〜4［休］無し［内容］文化書道神奈川県連合会恒
例の書画小品展。書聖 西脇呉石先生の書風を継承、
毎月の錬成研究会の成果を展示
第 23 回フォトサロン 97 写真展
6/6〜12
［休］
無し
［内容］
会員による一年間の撮影作品
第 27 回梨の会展
6/20〜26
［休］
無し
［内容］
絵画展 油彩、水彩、版画等
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
企画展
「君も今日から考古学者 ! 横浜発掘物語 2017」
4/4〜6/11［休］月曜［内容］考古学は、遺跡から見
つかる「モノ」を手がかりにして、過去のくらしを考
える学問。君も考古学者になって、横浜の昔を調べ
てみよう！
テーマ展「三浦半島をめぐる交流」
6/21〜7/17［休］月曜（7/17 は開館）
［内容］間口洞
穴出土資料（神奈川県立歴史博物館蔵、県指定重要文
化財）と、館蔵の地図類により、弥生〜古墳時代と江
戸時代における三浦半島をめぐる交流の様相を描く
横浜髙島屋美術画廊
☎311-5111 Amicrocosmic spirits
5/31〜6/6［休］無し［内容］洋画・彫刻
辻聡彦 作陶展 5/31〜6/6［休］無し
中村豊のうつわ 6/7〜13［休］無し
松﨑和実展 6/7〜13［休］無し［内容］日本画
光を視る 黒光茂明展
6/14〜20［休］無し［内容］日本画
中村翠嵐 茶陶展 6/21〜27［休］無し
−象群−天野裕夫 彫刻展 6/28〜7/4［休］無し
第 9 回悠游会展
6/28〜7/4［休］無し［内容］彫刻・工芸
横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A- b3
第12回梅野会美術展 6/1〜5
［休］
無し
［内容］絵画展
横浜美術館
☎221-0300 A- b2
横浜美術館コレクション展「自然を映す」
3/25〜6/25［休］木曜［内容］今回のコレクション
展は、
「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』
」の開催に寄せて、美
術家たちの自然観を窺い知る、花や緑をモチーフに
した作品を中心に紹介する。企画展「ファッション
とアート 麗しき東西交流」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。
※6 月 2 日（金）は無料開館

横浜市民ギャラリー展覧会情報

ファッションとアート 麗しき東西交流
4/15〜6/25［休］木曜［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、写真など計約 200 点※6 月 2 日（金）は無料開館

横浜

や行

ギ ャ ラ リ ー

月岡芳年《風俗三十二相 遊歩がしたさう 明治年間 妻君之風俗》
1888（明治 21）年／多色木版（大判錦絵）
36.2×25.3cm ／京都服飾文化研究財団蔵

2017 年

ら行
リーブギャラリー
☎253-7805 A- b3
ふくろうデッサン展
5/29〜6/4［休］無し［内容］油彩・水彩
加藤義郎展
6/5〜11［休］無し［内容］木材を削って直線による
曲面の造形
藤村幸生展
6/12〜18［休］無し［内容］油彩・ドローイング
まあとみみ展
6/19〜25［休］無し
第 5 回つゆの晴れ間の青空風景画展
6/26〜7/2［休］無し

6

月号

横浜市民ギャラリーの収蔵作品を毎月紹介します

わ行
YCC ヨコハマ創造都市センター ☎307-5305 A- b3
YCC Temporay 大巻伸嗣
4/14〜6/4［休］無 し［内 容］YCC Temporay 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、
人間の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

入江正巳《華虹門》
1973 年／紙本着彩／ 81.0×101.0cm

☎315-2828 A-b2 ※会期・時間等は事前にご確認ください

5/30〜6/5
みずゑ展 公募第 34 回［3F］
［主催］爽蒼美術協会［内容］みずゑ協会員、公募者に
よる水彩・パステル画。100 点
あとれす展 2017［2FA］
［主催］絵画教室 あとれす横浜［内容］絵画教室あと
れす横浜会員による作品発表展。油彩・パステル等
小川勝久 フォトアートグループ展［1F］
［主催］小川勝久フォトアート［内容］
「デジタルフォ
トアート」の自由な表現による創作品 50 点を展示
5/31〜6/5
キルトサークル優 第 3 回パッチワーク作品展［2FB］
［主催］キルトサークル優［内容］皆で楽しみながら作
成したタペストリー〜小物までの優しい作品
6/2〜6/5
横浜市 PTA 連絡協議会 第 34 回 山下公園ファミリー
写生大会展覧会［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」家族と暮らす横浜を描いた作品展
6/6〜12
第 12 回 横浜美術協会会員会友展［3F/2F/1F/B1F］
［主催］横浜美術協会グループヨコテン［内容］横浜美
術 協 会 会 員 会 友 の 作 品、油 彩、日 本 画、彫 刻、写 真
200 点

め ぐ り

6/13〜6/18
第 25 回 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、280 点、出展者 80 名
6/13〜6/18
第 57 回 港の作家展［2F/1F］
［主催］港の作家美術協会［内容］会員 86 名による油
彩・水彩・日本画による絵画展
6/20〜6/26
公募 第 20 回 中美神奈川展［3FA/2F］
［主催］中央美術協会 神奈川支部［内容］20 回記念で
油彩画中心に 200 号以下約 80 点を公募含め展示
6/21〜6/26
第 29 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］美術愛
好会員 150 名の絵画から手工芸まで幅広いジャンル
の展示
6/24〜6/25
第 47 回 世界児童画展 神奈川展［3FB］
［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数点を一堂に展示
6/27〜7/3
第 41 回 神奈川独立美術展［3F/2F/1F］
［主催］神奈川独立美術の会［内容］油画を中心とした
100 号から 130 号を約 100 点展示

●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 2017 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 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

6 周年記念展〜ホームタウン〜
5/20〜6/2［休］5/23、30［内 容］誰 に も 思 い 浮 か
ぶ懐かしくてあったかい「ホームタウン」の魅力を
集めた展覧会
三人展『柳緑花紅』
5/27〜6/2［休］5/30［内容］三者三様の作品
むなかためい 個展
5/27〜6/2［休］5/30［内容］イラスト
『日かげの少女たち』
6/3〜9［休］6/5［内容］８名の作家による " 少女の
光と影 " をテーマにしたグループ展。原画やドロー
イング、音楽作品の他、グッズの販売あり
端吾慧都 個展『花瑠璃十二宮』
6/3〜9［休］
6/5
［内容］
星座をモチーフにしたイラスト
『HANDMADE CIRCUS petit』
6/3〜9［休］6/5［内容］手作り雑貨とアート作品を
集めたお祭り
『中二病展 †第 4 夜†』
6/10〜16［休］6/12［内容］反抗期特有の反発「中
二病」を表現した展覧会
蒼月螺惟 個展『闇の華』
6/10〜16［休］6/12［内容］髪妄想師、髪を使った
作品。今回のテーマは『闇』
さくは・AAA共同主催 企画展『Cirque du RATATA
Night School 展』
6/10〜16［休］6/12［内容］狭間の世界で巡業する
不思議なサーカス「シルク・ドゥ・ラタタ」
。少年少
女が人として生きるために、夜な夜なサーカスの演
目を通して自らの力の使い方を学ぶ
じるも個展『エルフのお肉』
6/10〜16［休］6/12［内容］ちょっぴりグロテスク
でダークポップな世界
『まほう少女展』
6/17〜23［休］6/19［内容］17 名の作家によるグ
ループ展。原画・グッズ・ハンドメイド作品・アクセ
サリー雑貨など盛りだくさんの内容
『パラレルノンフィクション』
6/17〜23［休］6/19［内容］平行した史実に基づく
記述という意味の造語、パラレルノンフィクション
のテーマ展
Art Gallery 山手
☎628-0267 A-④ b5
多田東那 墨絵展 6/1〜6［休］無し

《泳下龍》2015 年 4 月／ベトナムのハロン湾に伝わる、
母子龍が攻めてきた敵から海を守り、今もその海に住んで
守り続けているという伝説にヒントを得て描いた作品

TOKYO TOWER EROTICA 第12回古賀国夫絵画展
6/8〜13［休］無し
伊庭壮太郎 油彩画展
6/15〜21［休］無し
夏のいろどり展
6/24〜7/9［休］無し［内容］夏に日常的に使うこと
のできる手作り作品展
art Truth
☎263-8663 A-⑥ b5
鈴木ひろみ 個展
5/31〜6/5［休］無し［内容］凸版凹版併用の木版画
作品。風景画中心
中村景児 個展
6/8〜18［休］火曜［内容］ロングセラー絵本「グリー
ンマントのピーマンマン」の作画中村景児氏の新作
作品展。エアブラシと水彩画作品
宗像裕作 個展
6/21〜26［休］無し［内容］アクリル絵の具で描か
れたファンタジックな作品

牧岡良 個展
6/29〜7/3
［休］
無し
［内容］
顔彩や墨を使った作品展
ATELIER K・ART SPACE
☎651-9037 A-⑩ c4

早川重章、倉重光則ー二人展
6/17〜30［休］月曜［内容］平面（アクリル絵具）ド
ローイング、ライトを使用した平面等
1010 美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑪ b4
松本健二 雪幻・雪景 2017
5/27〜6/17［休］水曜［内容］写真
岩崎ミュージアムギャラリー ☎623-2111 A-⑫ b5
無意識の旅をガイドする タロットカード＆絵でわ
かる サビアンシンボル展
6/7〜18［休］6/12［内容］消しゴム版画、カードの
世界をイメージした半立体作品。会期中はタロット
占いも開催
スージ・アンティック＆ギャラリー 2017
6/21〜7/2［休］6/26［内容］ジュエリー、食器、カト
ラリー、生活雑貨等の西洋アンティークの魅力を紹介
☎662-7581 C-③
馬の博物館
安野光雅の世界−歴史絵本に描かれた “名馬面（め
いばめん）
”−
4/22〜6/4［休］月曜［内容］
『繪本 平家物語』
、
『繪本
三國志』
『旅の絵本』の 3 シリーズから、50 点の名場
面（原画）を厳選し展示
エリスマン邸
☎211-1101 A-⑭ b5
黄色の小鳥・絵本童話展
6/6〜7［休］無し［内容］絵と物語の展示
安土陶芸教室作品展
6/9〜13
［休］無し
［内容］
陶芸展
みいなとみらいフォトサークル 2017
6/15〜20［休］無し［内容］写真展
キルトの展示
6/22〜25［休］無し［内容］キルト展

か行
神奈川近代文学館
☎622-6666 A-⑯ b5
企画展「生誕120年 宇野千代展−華麗なる女の物語」
5/27〜7/17
［休］
月曜（7/17 は開館）
［内容］
宇野千
代という比類ない女性の魅力と文学的業績を紹介
神奈川県立金沢文庫
☎701-9069 C-⑤
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］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
アリワークビーズ刺繍家の石川玲作品展
5/26〜6/4［休］5/29［内容］アクセサリー・バッグ
等の展示販売
泉田初代アートジュエリー展
6/22〜25［休］無し［内容］天然石や18金、シルバー
などを使い、オリジナル創作デザインのジュエリー
展示販売
AKA＋H design&craft と柳原パト コラボ展
6/29〜7/9［休］7/4［内容］AKA+H のオリジナル
テキストを使ったバッグ、小物と、イラストレーター
柳原パトさんの自由な技法を使ったパステル画小品
のコラボ展示販売
Gallery ARK
☎681-6520 A-㉕ c4
アストレア展
6/22〜7/1［休］日曜［内容］朝日夏実・浅村理江・
井上有里・小林宏至・鈴木那奈・友清大介・行晃司・
山本真澄
ギャラリー KAN
☎641-4751 A-㉘ c4
布あそび「着物をリメイクした洋服展」
5/30〜6/4［休］無し［内容］手づくりする人 5 人集
合 ベスト・チュニック・ワンピース・スカート等
130 点
ギャラリー伽羅
☎842-1428 C-⑦
大矢健油彩風景画展
5/30〜6/4［休］無し［内容］散歩の道々・旅先で心
に響いた場所。約 20 点
手作りきゃら SHOP
6/6〜9［休］無し［内容］着物や帯からのリフォーム
服・バッグ・スカーフや、アクセサリー・小物等

非営利活動法人 F&H 20 周年パネル展
6/10［休］無し［内容］在所生の活動や作品、卒業生
の活動等紹介するパネル展
手作りきゃら SHOP
6/13〜7/1［休］日曜・月曜［内容］着物や帯からのリ
フォーム服・バッグ・スカーフや、アクセサリー・小物等
ギャラリーこやま
☎545-1105 B-⑦
椋の会 6 月展−絵・七宝・陶−
6/11〜17［休］無し［内容］太田秀雄（油・水彩）
、吉
永孝夫（水彩・陶画）
、島崎まり（七宝）その他萩焼・
益子焼等
5 人の絵画展
6/21〜27［休］無し［内容］佐野ちぐさ、田所幸子、
宮本峯子、廿日岩桂子、安田津奈子の 5 名による花
や風景などの油・水彩、オイルパステル等。23 点
ギャラリー守玄齋
☎201-7118 A-㉛ b3
高橋蒼玄先生 個展
6/1〜6［休］無し
第 20 回蒼芝文会展
6/15〜20［休］無し
第 7 回司波竹舟書作展
6/23〜27［休］無し
ギャラリーダダ
☎461-1533 A-㉜
春崎幹太・陽子 水彩画展
5/31〜6/6
［休］
無し
［内容］
福岡で活躍する夫婦の作品
横瀬敬子 作品展
5/31〜6/6［休］無し［内容］ボタニカルアート
心に残る風景画展
6/7〜13［休］無し［内容］どんな風景に出会えるで
しょう
小林久夫 水彩画展
6/7〜13［休］無し［内容］独特の画法で風景を描く
赤坂孝史 水彩画展
6/14〜20［休］無し［内容］光と風を感じて
長浦将也 色鉛筆画展
6/14〜20［休］無し［内容］光と風を感じて
斉藤道代 油彩画展
6/21〜27［休］無し［内容］落ち着きのある作風、風
景、静物
柴崎敏子 油彩画展
6/21〜27［休］無し［内容］賑やかな花たち
亀崎敏郎 水彩画展
6/28〜7/4［休］無し［内容］国内外の旅の風景、詩
情を感じて
永田隆幸 写真展 6/28〜7/4［休］無し
gallery fu
☎070-6429-8597 A-㊲ c5
大内雅史／山田洋史写真展「惠み」
6/2〜4［休］無し［内容］二人のフォトグラファーに
よる写真展。自然の恵み、食の惠み、人々の努力に
よる恵みなど、多方面からの『惠み』がテーマ

☎681-5900 A-㊸ c4
ぎゃるりじん＆Chiyoʼ s
宇田幸二・真由美展
5/30〜6/4
［休］
無し
［内容］
写真展
ぐるーぷ 99
6/6〜11［休］無し［内容］水彩
花あとりえ咲 marieta
6/13〜18［休］無し［内容］アートフラワー
三友周太
6/20〜7/2［休］無し［内容］インスタレーション
ゴールデンギャラリー
☎201-7118 A-㊼ b3

高橋蒼玄先生 個展 6/1〜6［休］無し
第 20 回蒼芝文会展 6/15〜20［休］無し

さ行
サブウェイギャラリー M
☎664-1795 A-㊾ a2
水中ポートレート「アクアローザ AQUAROSA」
6/5〜11［休］無し［内容］
「もっと自由に、感じるま
まに」をテーマに水中で人物を撮影するフォトグラ
ファー・AQUAROSA（アクアローザ）の展覧会。大
型作品約 20 点
三溪園
☎621-0635 C-⑩
所蔵品展「夏」
5/25〜7/4［休］無し［内容］三溪自筆の書画や中島
清之の障壁画などを紹介

ギャラリーミロ
☎251-5229 A-㊳ c3
科樹会（しなのきかい）木版画展
6/5〜11［休］無し［内容］木版画を学ぶ仲間達によ
るグループ展
ヨンゼロ展
6/12〜18［休］無し［内容］五島瑞絵・大橋奈美・大
橋美和子の三名による油彩等
レ パンソー展
6/19〜25［休］無し［内容］油彩・水彩。広田稔先生
の教室展
現代かながわ美術小品展
6/26〜7/2［休］無し［内容］油彩・水彩・工芸・彫刻。
現代かながわ美術協会会員による小品展
ギャルリーパリ
☎664-3917 A-㊶ b4
布施和佳子 TRIP
6/2〜10［休］日曜［内容］平面絵画

や行

BankART Studio NYK
☎663-2812 A- b3
BankART AIR 2017 オープンスタジオ
6/9〜18［休］不定休［内容］4 月 10 日より約２ヶ月
間、スタジオインして制作したアーティストたちの
成果の発表。会期中イベントあり
万国橋ギャラリー
☎201-8103 A- b3
M 展・小品集
6/19〜25
［休］
無し
［内容］
武蔵美校友会神奈川支部M
展に出展する作家によるハガキサイズの小品42点
f.e.i art gallery
☎325-0081 A菊地武彦展『土の記憶』から
6/5〜23
［休］
土・日・祝［内容］菊地氏は、多摩美術大
学美術学部絵画学科油画専攻で教授を勤め、産業マ
テリアルやスラグなどの粒状性物質を岩絵の具に応
用する研究なども行う。
最新作『線の形象』
シリーズ
に繋がる『土の記憶』シリーズを展示
FEI ART MUSEUM YOKOHAMA

山手 234 番館
☎625-9393 A- b5
水彩画展「ヨコハマ NOW」成見（大澤）淳
6/8〜13［休］無し［内容］水彩画
シドモア桜の会
6/15〜20
［休］
無し
［内容］
シドモアに関する資料展示
デイジーハウストールペイント作品展6/22〜27
［休］
無し
布の 3D アート展 6/29〜7/4［休］無し
山手 111 番館
☎623-2957 A- b5
楽しい仲間の会 6/9〜13［休］無し［内容］水彩画
Kleines Zimmer in Zurich
6/16〜21［休］無し［内容］絵画
石の仏−水墨点描画展6/23〜28
［休］
無し
［内容］
絵画
山の上ギャラリー
☎852-8855 C-⑬
松崎融「漆・盆・皿」
6/17〜7/17［休］祝日除く月曜・火曜［内容］木の
選別から漆を塗り仕上る全ての工程を一貫して一人
で行う。
「新しくて古い空気」を漂わせている作品
奈良千秋「白磁のうつわ」
6/17〜7/17［休］祝日除く月曜・火曜［内容］清楚
な白の器は手仕事の温もりがあり、使い易い
横浜開港資料館
☎201-2100 A- b4
横浜・地図にない場所−消えたものから見えてくる、
ハマの近代
4/26〜7/17［休］月 曜（7/17 は 開 館）
［内 容］幕 末
から昭和期までの新旧の地図を見くらべながら、消
えた場所や地名の消えた理由をさぐり、近代横浜の
歩みをふりかえる
横浜市旭区民文化センター サンハート
☎364-3810 C-⑮
第 26 回旭区水墨画公募展
5/30〜6/5［休］無し
横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場
☎771-1212 C-⑰
第 31 回新六窯作陶展
6/1〜5［休］無し［内容］新六窯にて作陶を楽しむ仲
間による陶磁器作品
第 31 回記念 金沢区書道協会展
6/14〜20［休］無し［内容］金沢区で書道を愛好し
ている 50 人のよりすぐりの作品展示
横浜市岩間市民プラザ
☎337-0011 C-⑲
ときめき水彩画展
6/13〜18［休］月曜［内容］水彩画を通して一人ひ
とりが自分色を求めつつ、豊かで相手の痛みがわか
る人間性をめざす
横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール
☎511-5711 B-㉑
ハーモニー展
6/7〜13［休］無し［内容］現代パステル協会会長、
岩井弘則先生に教わる陽気な仲間の作品展
鶴見フォトクラブ第 5 回写真展
6/14〜20［休］無し［内容］会員 26 名の花のある風
景 26 点と自由作品 52 点を半切で展示
第 6 回寿楽彩グループ展（水彩画展）
6/28〜7/4［休］無し［内容］永井勝講師指導による
30 名の発表の場。五年目に突入
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ
☎866-2501 C-㉓
第四回フォトのぞみグループ 写真展
5/30〜6/5［休］無し［内容］会員の得意分野でレベ
ルアップを期した作品
第 20 回写団「どんぐり」写真展
6/6〜12［休］無し［内容］昭和 28 年設立の写真ク
ラブ。主として風景写真 40 枚を展示
第 11 回えふの会展（油彩、水彩、日本画）
6/6〜12［休］無し［内容］絵の好きな地域の仲間が
集まって様々な画材で描く
全日本写真連盟いずみ支部 第 24 回写真展
6/14〜19［休］無し［内容］会員各自の日常の作品
ラ・ベルフルールかんそう花 第 16 回作品発表会
6/15〜19［休］無し［内容］花の瑞々しさをいつま
でも〜創作ドライフラワーの世界〜
フォトクラブしゃらく・フォトみちづれ写真展
6/20〜26［休］無し［内容］各自が撮ることの楽し
さを感じた作品
~水彩画で結ぶきずな~第21回 2017恒陽彩会水彩画展
6/27〜7/2［休］無し［内容］戸塚区内から富士山を
スケッチ。その他横浜近隣の風景画 4〜8 号、120 点

☎411-5031

A-

菊地武彦展『2011〜2017』
6/6〜25［休］月曜［内容］系列の 3 つの会場で菊地
武彦展を同時開催。菊地武彦展『2011〜2017』と
題して直近 7 年間の大作を 10 点ほど展示

た行
鶴見画廊
☎584-7208 B-⑮
第 24 回コスモス会展
5/31〜6/5［休］無し［内容］油彩画。鶴見在住の同
好メンバーのグループ展
池 貴巳子絵画展
6/7〜19［休］6/13［内容］韓国の伝統絵画である
民画を中心に展示
東急百貨店たまプラーザ店 4 階アートサロン

☎903-2441

齋藤悠紀展
6/1〜7［休］無し［内容］緻密な手作業で深淵な世界
を構築し続ける若き銅版画家の初個展。約 50 点展
示販売
レオナール・フジタ展
6/9〜21［休］6/8［内容］戦前よりフランスのパリ
で活動。エコール・ド・パリの代表的な画家
籔内左斗志展
6/22〜28
［休］
無し
［内容］
奈良県の公式キャラクター・
せんとくんのデザインを手掛け、精力的な活動を続
ける作家。新作のブロンズ作品等の展示販売
石谷雅詩展
6/29〜7/5［休］無し［内容］愛知県立芸術大学で日
本画を学び、院展で発表を続ける日本画家

な行

《惠み》2017 年

は行

仲通りギャラリー
☎211-1020 A- b3
ハマ展仲通りギャラリー賞受賞記念展 宮本弘子展
6/5〜10［休］無し［内容］日本画 15 点
ハマ展歴代協会賞受賞者展 前期（日本画・彫刻立体）
6/12〜17［休］無し［内容］日本画 16 名、彫刻立体
5名
ハマ展歴代協会賞受賞者展 後期（洋画・写真）
6/19〜24［休］無し［内容］洋画 14 名、写真 10 名
ムサビ “彩” 4 人展 大西佐頼・葛坂尚志・高山知加・
田村菜穂子
6/25〜30［休］無し［内容］各油彩 4 点。アート＆デ
ザイン 2017 神奈川ムサビウィーク関連展
日本郵船歴史博物館
☎211-1923 A- 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（7/17 は開館）
［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- b4
爾麗美術小品展
5/20〜6/4［休］水曜［内容］爾麗美術 で作品発表
した作家の小品
再び見る二人展 伊藤久三郎 ・ 四谷十三雄
6/10〜25
［休］
水曜
［内容］
伊藤久三郎（1906‒1977）
、
四谷十三雄（1938‒1963）へのリスペクト

菊地武彦《線の形象 2017-2》200×300cm

ブラフ 18 番館
☎662-6318 A- c5
花と鳥の写真展 6/8〜11［休］無し［内容］写真
パッチワークと古布あそび
6/16〜20［休］無し［内容］人形・パッチワーク
ブラフのなかのアリス展
6/23〜25［休］無し［内容］手作り作品
放送ライブラリー
☎222-2828 A- b4
2017 春の人気番組展
4/21〜6/4［休］月曜［内容］年 2 回開催している恒
例の人気番組展。NHK、民放各局の新番組や人気番
組のポスター、台本、関連グッズ、セット模型・デザ
イン画などの展示の他、番組 PR 映像も上映。各局の
番組情報誌・ノベルティグッズも配布（数量限定）

ま行
みつい画廊
☎261-3321（ハヤカワ画材店） A- c3
土田陽遺作展 遇縁ありて
5/29〜6/4［休］無し［内容］油彩・水彩・工芸作品
等 約 45 点
山川茂画集 出版記念展
6/5〜11［休］無し［内容］油彩約 30 点
びいどろ会展
6/12〜18［休］無し［内容］旭硝子中央研究所 芸術
部主催による作品約 50 点 絵画・写真・書道等
オソゴエ リエ個展 6/19〜25
［休］
無し
［内容］
抽象画23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〜vol.4
5/31〜6/4［休］無し［内容］海中写真
横浜国際さつき協会展
6/2〜4［休］無し［内容］さつきの盆栽
海中写真展 ISM 6/6〜11［休］無し［内容］海中写真
白秋展 6/6〜12
［休］
無し
［内容］
絵画・彫刻等
切り貼り絵で描く、風光の創造空間。田辺博保カッ
ティグアート ® 展
6/6〜12［休］無し
第 10 回アドレ展 6/13〜19［休］無し［内容］絵画
2017 富士秀景写真展
6/13〜19［休］無し［内容］富士山の写真
STUDIO Mayʼ 1st パッチワークキルト展〜それぞ
れの色、それぞれの形〜
6/15〜19［休］無し［内容］パッチワークキルト
緑靑会日本画展 6/20〜26［休］無し［内容］日本画
第29回アトリエ15展 6/20〜26
［休］
無し
［内容］
絵画
人と海のフォトコンテスト 第28回マリナーズ・アイ展
6/27〜7/3［休］無し［内容］海を題材にした写真
第８回我流スケッチ会報告展
6/27〜7/3［休］無し［内容］絵画

