横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール

☎511-5711 B-⑲
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
2017 年度横浜市立高等学校 書道・美術教員展
7/25〜31［休］無し［内容］横浜市立高校で書道・美
術を担当している教員による作品展
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ
☎866-2501 C-㉒
〜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
第 22 回 千墨会 水彩画展
7/5〜10［休］無し［内容］花鳥、山水風景画の額、掛
軸作品約 130 点
碧の会展
7/12〜17［休］無し［内容］油彩・水彩・パステル等
こより手芸（紙バンド）作品展
7/14〜16［休］無し［内容］牛乳パックや古紙等か
ら生まれた紙バンドを使用した作品展
ヨコハマセブンフォト 2017 写真展
7/18〜23［休］無し［内容］ネイチャーから心象作
品までを展示
横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-㉑
第 2 回あおば美術公募展
7/7〜16［休］無し［内容］青葉区内で美術活動を行
う方の入賞･入選作品の絵画約 180 点
第 43 回 戦時徴用船の最期 大久保一郎遺作展
7/17〜23［休］無し［内容］船舶画家･大久保一郎画
伯の戦時中密かに描いた油絵 37 枚を展示
光の写真詩展 in 横浜
7/18〜23［休］無し［内容］空･花・雨のしずく･森・
夕陽の写真 700 枚とポエム 300 点で飾る光の空間
アート
あざみ野こどもぎゃらりぃ 2017
7/28〜8/6［休］無し［内容］子どものための展覧
会。アニメーションのしくみ体験、子どもたちが撮
影した写真等の展示
ショーケースギャラリー 碓井ゆい展
4/29〜7/9［休］第 4 月曜［内容］女性をとりまく歴
史・文化・社会を手工芸を取り入れた手法で表現す
る碓井ゆいの作品
ショーケースギャラリー 町田桂子展
7/15〜9/17［休］第 4 月曜［内容］フランスの生活
で得たイメージ、
「記憶はファッション」を作品化
Fellow Art Gallery vol.26 中村真由美展
4/23〜7/23［休］第 4月曜［内容］油彩画・色鉛筆画
横浜市歴史博物館
☎912-7777 B-㉒
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
丹波コレクションの世界Ⅱ 歴史 × 妖 × 芳年 “最後
の浮世絵師” が描いた江戸文化
7/29〜8/27［休］月曜［内容］神奈川県立歴史博物
館が所蔵する幕末〜明治に活躍した浮世絵師・月岡
芳年の浮世絵「丹波コレクション」の作品を紹介

横浜髙島屋美術画廊
☎311-5111 A天野裕夫 彫刻展−象群−
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
−華やぐ貌−陶・今井眞正展
7/5〜11［休］無し［内容］工芸
鈴木玄太グラス展
7/5〜11［休］無し
鍋田尚男ガラス展
7/12〜18［休］無し
平木美鶴展
7/12〜18［休］無し［内容］版画
髙波壮太郎展
7/19〜25［休］無し［内容］洋画
橋詰正英 作陶展
7/19〜25［休］無し
沢田光春展
7/26〜8/1［休］無し［内容］洋画
草木彫 川添日記展
7/26〜8/1［休］無し
横浜人形の家
☎671-9361 A- b5
旅とものがたり 礒貝吉紀ドールハウス展
5/13〜7/17［休］月 曜（7/17 は 開 館）
［内 容］ド ー
ルハウス制作・研究の第一人者による展示
シュタイフアニマルワールド展 〜テディベアと旅
する世界の動物たち〜
7/22〜9/3［休］月曜（祝日の場合は翌平日）
［内容］
世界で初めてぬいぐるみを作ったシュタイフ社の精
巧な動物のぬいぐるみを多数展示
YOU♥RODY PARK
7/19〜8/31［休］月曜（祝日の場合は翌平日）
［内容］
イタリア生まれのおしゃれな乗用玩具ロディの展
示・体験
横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A- b3
第 33 回アクア水彩画展
7/4〜9［休］無し［内容］主催＝アクア会
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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

ら行
リーブギャラリー
☎253-7805 A第 5 回つゆの晴れ間の青空風景画展
6/26〜7/2［休］無し
松下セイ展
7/10〜16［休］無し
佳楽田展
7/17〜23［休］無し

b3

わ行
YCC ヨコハマ創造都市センター ☎307-5305 A- b3
YCC Temporary 山川冬樹
7/7〜9［休］無 し［内 容］ア ー ト プ ロ グ ラ ム「YCC
Temporary」の第二弾。現代美術家の山川冬樹によ
るパフォーマンス公演

田嶋宏行《黄色い記憶》1977 年／木版／ 57.1×46.8cm
協力 : 結工房 田嶋宏行記念美術館

横浜画廊散歩

●ホームページで作品解説をご覧いただけます

広告大募集！

横浜には140あまりの画廊、展示施設があるのをご存知ですか ?

現在、11 月号から若干空きあり。
詳しくはお問い合わせください。

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

横浜市民ギャラリー
045-315-2828

素敵じゃありませんか。
「横浜画廊散歩」は、情報をいただいた市内の画廊の展覧会スケジュール
を毎月ご案内する情報誌です。

横浜市民ギャラリー展覧会情報

（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」

☎315-2828 A-b2 ※会期・時間等は事前にご確認ください

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
7/5〜10
第 32 回 21 世紀国際書展［3F/2F/1F/B1F］
［主催］産経新聞社横浜総局［内容］県内を活動拠点と
する書家の会派・流派を超えた書道の公募展

7/12〜16
第 61 回 凌雲書展［3F/2F/1F/B1F］
［主催］凌雲社［内容］
「古典に学び、個性ある書の美を
拓く」会員及び公募の書作展
7/21〜30
横浜市こどもの美術展 2017［3F/2F/1F/B1F］
［主催］横浜市民ギャラリー［内容］横浜市在住・在学
の 0〜12 歳の子どもたちから絵画を募集して、応募
作品を全て展示。見て、参加して楽しむ展覧会

リー・マップ 2017 〜2018」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5 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 2017〜2018」と連動しています。

あ行
Art Araq Asia Gallery（AAA Gallery）

☎664-3907 A-① b5

小林冴子 個展『君がくれた花』
7/1〜7［休］7/3［内容］横浜では初めての個展。油
絵、アクリル画、水彩画等
飯塚悠太 個展『さわやかベイサイド』
7/1〜7［休］7/3［内容］不釣りあいな都市に暮らす
少年少女の生活風景の油画やアクリル画
ZERO STYLE 主催『レインボーフラワーフェスティ
バル展』
7/8〜21［休］月曜［内容］展示する部屋を大きな野
原に見立てた写真と絵のグループ展
KOISHI 個展『大きなマメの小さな冒険』
7/8〜14［休］7/10［内容］田舎に住む体の大きな
少年、マメが福引の景品で憧れの都会旅行へ！
こばやしえみこ 個展『７日間の住人』
7/8〜14［休］7/10［内容］群馬在住のイラスト作
家。大好きな猫たちと横浜で１週間だけの仮暮らし
『さよなら童話の境界線』
7/15〜21［休］7/17［内容］イソップやグリム童話
の妄想を形にした作品展
『旅の情景展』
7/22〜28［休］7/24［内容］写真の企画展
Art Gallery 山手
☎628-0267 A-④ b5
夏のいろどり展
6/24〜7/9［休］無し［内容］団扇、日傘、七宝細工等。
夏に日常的に使うことのできる手作り作品展
第 10 回 横浜山手の坂道と風景展 PART1
7/13〜23［休］無し［内容］小池明美、タカナミノブ
ユキ、田島愛及、原田愛、平郡かや、松村千絵子、山
中あい
第 10 回 横浜山手の坂道と風景展 PART2
7/27〜8/6［休］無し［内容］國枝愛子、勝見ケイ、齋
藤理絵、鈴木麻美、藤本奈央、田代幸正、やまむらこ
あき

やまむらこあき《とけない魔法》点描画

アートスペースイワブチ
☎231-1662 A-⑤ b2
M の会展
7/19〜25［休］無 し［内 容］金 沢 区 在 住 の 仲 間「ク
ロッキーの会」による作品
夏生展 パート①
7/28〜8/3［休］無し［内容］6 月、7 月、8 月生まれ
の作家展。油彩、水彩、日本画等
art Truth
☎263-8663 A-⑥ b5

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
乙辺敦子 個展
7/5〜10［休］無し［内容］シュールで不思議な世界
を油彩絵の具で表現
戸井田しづこ 個展
7/12〜17［休］無し［内容］アクリル絵の具と日本
画画材を駆使した人物画作品展
Painter kuro 個展
7/19〜24［休］無し［内容］アクリル絵の具と墨、ペ
ンを駆使した抽象画作品展
版〜それぞれこだわり〜展
7/26〜31［休］無し［内容］四人のそれぞれ版種の
異なる版画作品
☎651-9037 A-⑩ c4
ATELIER K・ART SPACE
グループ展
7/8〜23［休］月曜［内容］14 人の作家による平面、
立体
1010 美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑪ b4
岡本順子 個展
7/8〜25［休］水曜［内容］ミクストメディア

岩崎ミュージアムギャラリー ☎623-2111 A-⑫ b5
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
奥田ナオト展「ソーラーアートの試み−光絵 × 茶室
のある庭−」
〈透明な光 × 五方陣〉
7/5〜17［休］7/10［内容］ソーラーや LED を使い
「光絵」を茶室にみたてた空間に展示。今年野外展で
展示した「五方陣」透明な光バージョンをインスタ
レーション
MyteeSummit2017
7/20〜8/6［休］月曜［内容］ウォールペインター・
ロコサトシの展覧会
エリスマン邸
☎211-1101 A-⑭ b5

写真展「想」
7/4〜9［休］無し
大佛次郎記念館
☎622-5002 A-⑮ b5
大佛次郎生誕 120 年記念 テーマ展示Ⅱ
「大佛次郎
と 501 匹の猫」
7/13〜11/12［休］月 曜（祝 日 の 場 合 は 翌 平 日）
［内容］大佛次郎の文章とともに、大佛家の猫の写真
や当館が所蔵する 300 点以上の猫コレクションか
ら厳選して紹介

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
企画展「角野栄子『魔女の宅急便』展 魔女とおばけ
と 」
7/22〜9/24［休］月曜（9/18は開館）
［内容］
「魔女の
宅急便」
「小さなおばけ」シリーズを大きな軸として、
原稿や創作手帳、関連書簡、写真、原画等約350点
神奈川県立金沢文庫
☎701-9069 C-⑤
特別展 アンニョンハセヨ！ 元暁法師〜日本がみつ
めた新羅・高麗仏教〜
6/23〜8/20［休］月曜（7/17 は開館）
、7/18［内容］
元暁法師の生誕 1400 年にちなみ、日本が伝えてき
た新羅・高麗仏教の神髄を示す文化財を一堂に会し
た特別展
神奈川県立地球市民かながわプラザ（あーすぷらざ）
☎896-2121 C-⑥
第 19 回カナガワビエンナーレ国際児童画展
7/7〜8/20［休］月曜（7/17 は開館）
［内容］海外お
よび神奈川県内からの児童画公募展
カフェ・ギャラリーリンデン ☎532-5288 B-①
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
青犀 個展『溶けだす群れ』
7/15〜30［休］火曜［内容］青犀 ( 東京藝術大学大学
院美術研究科修士 1 年在籍 ) による油彩
Gallery ARK
☎681-6520 A-㉓ 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
矢吹多歌子展
7/6〜15［休］日 曜［内 容］猫 の 立 体 作 品 中 心 に 約
20 点
私の横浜展
7/20〜29［休］日曜［内容］上田耕造・梅野顕司・蛯
子真理央・岡田高弘・果醐季乃子・寺久保文宣・長谷
川晶子・広田稔・北条章
ギャラリーかれん
☎543-3577 B-⑤
ファブリックステンシル展
6/26〜7/1
［休］無し
［内容］
赤城冨美子、洋服・小物等
みどりの風展
7/4〜15［休］日曜［内容］かれん絵画作品
こんにちわアジア展
7/17〜22［休］無し［内容］ベトナム・希望の村作品
展、雑貨販売

クラフトワーク展
7/24〜29［休］無し［内容］木工・ガラス・布物等
おりじなる展
7/31〜8/5［休］無し［内容］横浜共生会・自主製品
の展示販売
ギャラリー伽羅
☎842-1428 C-⑦
手作りきゃら SHOP
6/13〜7/22［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・アクセサリー・
小物等
ギャラリーこやま
☎545-1105 B-⑥
常設展
7/11〜17［休］無し［内容］写真（山口栄一）
、木版画
（田中レイ子）他
郷田数夫 個展
7/21〜27
［休］
無し
［内容］
風景、花、人物等の油彩23点
ギャラリーダダ
☎461-1533 A-㉘
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
アートクリスタル展
7/5〜11［休］無し［内容］ガラス工芸教室展
AKC100 水彩画展
7/12〜18［休］無し［内容］赤坂孝史教室生徒作品展
パステル画展
7/19〜25［休］無し［内容］国内外の四季の風景他
佐藤美絵 作品展
7/19〜25［休］無し［内容］独特な手法による切り
絵作品
水彩画グループ展
7/26〜8/1［休］無し［内容］水彩を学ぶ女性による
初グループ展
河野悦子 水彩画展
7/26〜8/1［休］無し［内容］アートグルーで水彩画
を描く
ギャラリーぴお B1
☎681-5122 A-㉛ b3

第 37 回クロッキー土曜会研究展
7/13〜18［休］無し［内容］ラフ・クロッキー勉強会
の展覧会
第 16 回 AKI 淡彩スケッチ展
7/27〜8/1［休］無 し［内 容］横 浜 の 風 景 他 80 名、
160 点のペン彩画展
gallery fu
☎070-6429-8597 A-㉝ c5
カイカイユカイな生き物図鑑
7/1〜9［休］月曜［内容］生き物の愛らしさ、美しさ、
厳しさ、貪欲さなど、" カイカイユカイ〟な生き物作
品を展示
信耕ミミ「ハイドアンドシーク」
7/15〜23［休］月曜［内容］熱や音で生き物が見え
隠れするインスタレーション、飛び出す仕掛け絵本
のような展覧会。新作アニメの上映あり

信耕ミミ《ハイドアンドシーク（映像作品）
》2017 年制作

ギャラリーミロ
☎251-5229 A-㉞ c3
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
恵昇会日本画展
7/3〜7/9［休］無し［内容］小島昇先生による教室展
モデラート Part 1
7/10〜7/16［休］無し［内容］油彩・水彩。上田耕造
先生による教室展
モデラート Part 2
7/17〜23［休］無し［内容］水彩等。上田耕造先生に
よる教室展
モデラート Part 3
7/24〜30［休］無し［内容］スケッチ・クロッキー。
上田耕造先生による教室展
ギャルリーパリ
☎664-3917 A-㊲ b4
松山修平 個展
7/19〜29［休］無し［内容］絵画

☎681-5900 A-㊳ c4
ぎゃるりじん＆Chiyoʼ s
三友周太
6/20〜7/2［休］無し［内容］インスタレーション
ダバート
7/4〜9［休］無し［内容］水彩
伊吾田道子 IP
7/11〜16［休］無し
Scorpionʼ s
7/18〜23［休］無し［内容］水彩
クロス・パティオ 緑のギャラリー ☎223-2621 A-㊵ a2

糸とあそぶ
6/29〜7/3［休］無し［内容］手芸品

さ行
三溪園
☎621-0635 C-⑨
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
所蔵品展「盛夏」
7/6〜8/15［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を紹介
スペースナナ
☎482-6717 B-⑫
菊地和子 写真展 PORTUGAL
7/12〜23［休］7/17,18［内容］ポルトガルの風の
音、鳥の声、笑い声など写真 40 点

た行
鶴見画廊
☎584-7208 B-⑬
第 72 回ハマ展 鶴見画廊賞受賞記念二人展
7/5〜10［休］無し［内容］寺西孝雄（日本画）
、志子
田恵子（洋画）
越畑喜代美 日本画展
7/13〜22［休］火曜［内容］身近な草花をモチーフ
にした作品展
真昼にも輝く星たち展
7/25〜30［休］無し［内容］洋画・日本画のグループ展
東急百貨店たまプラーザ店 4 階アートサロン
☎903-2441 B-⑮
石谷雅詩日本画展 〜生き物の彩り〜
6/29〜7/5［休］無し［内容］愛知県立芸術大学で学
び、院展で発表を続ける日本画家

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
ニュースパーク（日本新聞博物館） ☎661-2040 A- b4
激動昭和の時代を駆け抜けた銀幕のスターたち
−ʻ生誕 100 年ʼ 写真家・早田雄二の世界−
7/1〜10/1［休］月曜（祝日・振替休日の場合は翌平
日）
［内容］映画雑誌「映画の友」
「映画ファン」の専
属カメラマン早田雄二が撮影したトップスターの写
真約 100 点を紹介
爾麗美術
☎222-4018 A- b4
爾麗美術展 II 写真と立体
7/1〜8/6［休］水曜［内容］写真：高橋晃、橋本浩美、
矢野信夫、港千尋、横山和江 立体：阿部守、シーリ
ア・ジェィムス、喜多村紀、鈴木淑子、山本治美、伊
藤久三郎、ロコ・サトシ

第８回 我流スケッチ会報告展
6/27〜7/3［休］無し［内容］水彩画
第 22 回 県展女流選抜展
7/4〜10［休］無し［内容］絵画等
こども造形教室 アトリエ・アルバス展
7/5〜9［休］無し［内容］絵画・造形作品
建築文化展
7/11〜17［休］無し［内容］絵画・写真・建築関連作
品等
Richet Cochet〜Tatting Lace の世界展
7/12〜17［休］無し［内容］タティングレース作品
ぼくら小さなアーティスト展 2017
7/13〜17［休］無し［内容］子供による絵画・造形作品
珪香会書展
7/19〜24［休］無し［内容］書道
「MARC NEMOT」
7/20 〜 23［休］無し［内容］現代アート
みんなで還暦 東京綜合写真専門学校 1979、1980
年度卒業生 合同写真展 2017
7/25〜31［休］無し

は行

や行

万国橋ギャラリー
☎201-8103 A- b3
斎藤あきひこ彫刻展［月と狼］
7/19〜25［休］無し
f.e.i art gallery
☎325-0081 A涼を愛でる vol.4 −宴− 前期 ( 茶器 )
7/3〜14［休］土曜・日曜・祝日［内容］宴をテーマに
暑い夏を楽しむ為の器に注目し、夏に負けない、眼か
ら体から涼む夏を提案。青木浩二・荒木桜子・安藤麻
衣子・飯田浩丈・長峯香菜・FUKU GLASSWORKS

山手 234 番館
☎625-9393 A- b5
布の 3D アート展
6/29〜7/4［休］無し［内容］布の３Ｄアート作品展
アポジキック vol.4
7/6〜11［休］無し［内容］絵画と写真展
れいせん書の会展（併設：黒川麗泉作品展）
7/13〜18［休］無し［内容］書作品
横浜ばら会写真部バラの写真展
7/27〜8/1［休］無し
山手 111 番館
☎623-2957 A- b5
甦る絵画
7/14〜17［休］無し［内容］修復展
遠藤あんり作品展
7/28〜8/2［休］無し［内容］色鉛筆原画・写真・小
物 ( 絵と同様の）
山の上ギャラリー
☎852-8855 C-⑫
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
特別企画 遺作展「石井康治の世界」
7/28〜9/10［休］月曜・火曜［内容］日本のガラス
アートの先駆者石井康治の没後 21 年、貴重な作品
を展示
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、近代横浜の歩みをふ
りかえる
横浜市泉区民文化センター テアトルフォンテ
☎805-4000 C-⑮
写遊会写真展
7/21〜30［休］無し［内容］野鳥や風景等
横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場
☎771-1212 C-⑯
第 14 回 三彩会展
7/5〜10［休］無し［内容］水彩
コスモス会 菜の花会 絵手紙・水彩画展
7/19〜24［休］無 し［内 容］絵 手 紙 7 名、水 彩 画 13
名出品
第 9 回 横浜墨州院書道作品展「Tsubasa」
7/27〜30［休］無し［内容］小学生からシニアまで、
約 50 名による書道作品約 100 点
横浜市岩間市民プラザ
☎337-0011 C-⑱
文月会写真展
7/4〜9［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-⑲
Petit Salon Confetti 第 2 回お教室展
6/30〜7/5［休］無し［内容］志保ペーパークイリン
グ教室、生徒作品

長峯香菜／茶器《from the inside》

涼を愛でる vol.4 −宴− 後期 ( 酒器 )
7/24〜8/4［休］土曜・日曜・祝日［内容］ガラス・陶
芸作家９名による色鮮やかで涼しげな酒器・茶器・
豆皿作品。青木浩二・荒木桜子・安藤麻衣子・飯田浩
丈・小路口力恵・佐野猛・長峯香菜・山崎雄一
FEI ART MUSEUM YOKOHAMA

☎411-5031

石谷雅詩《集》

須藤珠美ガラス展 〜こころを映すガラスの器〜
7/6〜12［休］無し［内容］宙吹きや内被せ（うちぎ
せ）加工のガラスの上に、何層にもクリアなガラス
を巻き、立体感を演出した高度なガラス作品
アートサロン・サマーセール 〜あなただけの逸品
をどうぞ〜
7/13〜26［休］無し［内容］現在活躍中の若手俊英
作家から巨匠作家まで日本画、洋画、モダンアート
を一堂に集めたアートセールを開催
ダニエル・ゲアハルツ展 〜感受性と感覚のアピー
ルと詩情〜
7/27〜8/2［休］無し［内容］美しい自然・風景の中
で育まれた情感に溢れる画風。現代のアメリカを代
表するアーティスト

な行
仲通りギャラリー
☎211-1020 A- b3
鈴木知子 水彩画展
7/3〜8［休］無し［内容］水彩画約 30 点
文月の会
7/10〜15［休］無し［内容］13 名による油彩・水彩
作品
瀬岡久美子･堀川純子･吉村静枝 三人展
7/17〜22［休］無し［内容］水彩･油彩各約 10 点の
作品展

A-

夏のうちわ展 2017
7/4〜16［休］月曜［内容］ジャンル・年代の異なる
アーティストたちによるうちわの作品展

黒石千恵子《青夏》

気配−けはひ−展
7/25〜8/6［休］月曜［内容］社会や日常に潜む気配
を 8 人の作家がとらえた作品展

ま行
みつい画廊
☎261-3321（ハヤカワ画材店） A- c3
福原喜代志展
7/3〜9［休］無し［内容］
「三浦風景」油彩小品約30点
小山栄展
7/17〜23［休］無し［内容］水彩画等約 25 点
第 40 回 DAN 展
7/24〜30［休］無し［内容］絵画・版画・ガラス工芸等
みなとみらいギャラリー
☎682-2010 A- a2
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の
公募展

