横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ

☎866-2501 C-㉒
写真クラブ「どんぐり」第 20 回記念写真展
8/29〜9/4
［休］
無し
［内容］
写真仲間たちの成果を発表
サンフォーカスʼ 94 第 20 回 写真展
8/29〜9/4［休］無し［内容］自分の視点で撮影した
作品の展示
レインボー・風 合同写真展 9/5〜11［休］無し
戸塚区美術協会 第 118 回絵画展・地域交流特別絵
画展
9/13〜18［休］無し［内容］会員及び戸塚区地域絵
画愛好家による公募展。約 130 点
とつか美術会公募展 洋画、日本画、写真の平面の展示
9/20〜25［休］無し［内容］自由参加の一般者公募
展。小・中学生出展は無料展示
領家の泉 30 周年記念作品展
9/26〜10/1［休］無し［内容］領家中学校後援会員
による書、絵画、洋裁等
横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-㉑
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］自身の記憶や、フ
ランスの生活で得たイメージの断片を作品化
SEN 展
8/29〜9/3［休］無し［内容］会員 11 人による油彩、
水彩等、約 60 点
第 15 回 淡水会作品展
8/29〜9/3［休］無し［内容］
「描くことが楽しい」会
員 17 名が 15 年続けている水彩画展。約 60 点
第 13 回 双周舎書展
8/30〜9/3［休］無し［内容］会員 70 余名の習作展。
漢字書、仮名書、実用書、ぬり絵等
モザイク展 2017
9/5〜17［休］無し［内容］大理石･ガラスチップ等
を用いて作成した平面･立体作品 約 60 点
青葉合同絵画展
9/19〜24
［休］
無し
［内容］
水彩画、植物画のグループ
と地域の絵画愛好家の合同作品展。油彩含む約500点
ショーケースギャラリー 木村有貴子展
9/23〜12/17［休］第 4 月曜［内容］日常の中で現実
が何か違うものに見える瞬間に注目し、その「もう
一つの現実」を木彫によって表現
横浜市吉野町市民プラザ
☎243-9261 C-㉔
第 15 回フォト喜楽展
9/12〜18［休］無し［内容］会員による写真作品展
横浜髙島屋美術画廊
☎311-5111 A風丘に旅して−英国風景画−林美枝子展
8/30〜9/5［休］無し［内容］日本画
細迫諭 展 板絵の系譜−テンペラのさざめき−
8/30〜9/5［休］無し［内容］洋画

横浜市民ギャラリー展覧会情報

21 世紀の光芒 華麗なるガラスの世界 ガラス工芸
作家 国の「現代の名工」黒木国昭展
9/6〜12［休］無し［内容］硝子
Un Vent Nouveau 新しい風
9/13〜19［休］無し［内容］洋画
佐藤典克 磁器展 新たな磁器の表現
9/13〜19［休］無し
還暦記念 六代 上田直方 茶陶展 9/20〜26［休］無し
美術部創設 110 年記念 第 30 回青渕会−標−
9/27〜10/3［休］無し
土岐千尋 木漆工芸展 9/27〜10/3［休］無し
横浜人形の家
☎671-9361 A- b5
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
横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A- b3
第 30 回 彩和会展
9/14〜19［休］無し
第 25 回ビーフラット絵画作品展
9/21〜26［休］無し［内容］水彩・アクリル・色鉛筆
『色彩曼荼羅 瞬きのネパール』草間徹雄写真展
9/28〜10/3［休］無し
横浜美術館
☎221-0300 A- b2
ヨコハマトリエンナーレ 2017「島と星座とガラパ
ゴス」
8/4〜11/5［休］第 2・第 4 木曜［内容］現代アート
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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- b3
23 回 彩友会展
8/28〜9/3［休］無し［内容］パステル画
9 回 二本会
9/11〜17［休］無し［内容］油彩・水彩・アクリル画・
家具
第 5 回なぎさ絵画展
9/18〜24［休］無し［内容］油彩
サイトウ良展
9/25〜10/1
［休］
無し
［内容］版画・シルクスクリーン

わ行
YCC ヨコハマ創造都市センター ☎307-5305 A- b3
YCC Temporary 鬼頭健吾
8/4〜9/17［休］無し［内容］美術家・鬼頭健吾によ
るインスタレーション作品
YCC Gallery 日産アートアワード・コレクション
9/18〜11/5［休］無し［内容］日産アートアワード
2013 で審査員特別賞を受賞した西野達「ペリー艦
隊」のコレクション作品

照井四郎《曼珠沙華の丘》
1990 年／カラー・プリント／ 40.4×54.9cm

●ホームページで作品解説をご覧いただけます

☎315-2828 A-b2 ※会期・時間等は事前にご確認ください

8/30〜9/4
第 55 回 全国公募日書家展［B1F/1F/2F/3F］
［主催］日本書道家連盟［内容］書道作品。漢字、かな、
少字数、篆刻作品 380 点
9/5〜11
第 60 回記念
太平洋神奈川展（公募・巡回展）
［B1F/1F/2F/3F］
［主催］太平洋美術会 神奈川支部［内容］60 年の歴史
を誇る公募展。絵画、彫刻、版画、染織約 250 点
9/12〜17
第 30 回記念 三軌会 神奈川支部展［3F］
［主催］三軌会 神奈川支部［内容］大作、小作、約 90 点
の油彩、アクリル画
第一美術協会 第 40 回記念湘南支部展［2F］
［主催］第一美術協会 湘南支部［内容］油彩、水彩、墨
絵、工芸等、会員の日々の努力と成果を展示
9/13〜17
第 4 回 小林アトリエ S 展［1F］
［主催］小林アトリエ S［内容］１年間に教室で描いた
油絵・パステル等約 40 点
9/19〜25
第 5 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］20〜100 号の水
彩約 72 点

第 49 回 神奈川現展［2F］
［主催］現代美術家協会 神奈川支部［内容］現代の美
術を中心に油彩、工芸、写真、立体等、約 50 点
9/22〜10/9
新・今日の作家展 2017
キオクのかたち／キロクのかたち［B1F/1F］
［主催］横浜市民ギャラリー［内容］土地や歴史の調
査、人々へのインタビューなど、自己の外部にあるも
の・過去の事物との接触を制作過程に取り入れ発表
する作家らの作品。インスタレーション、写真など。
久保ガエタン、小森はるか＋瀬尾夏美、是恒さくら、
笹岡啓子の 4 組・5 名
9/26〜10/2
美術団体 等迦会 神奈川支部展［3FA］
［主催］美術団体等迦会 神奈川支部［内容］50 周年と
なる等迦会の神奈川支部展。油彩中心、約 40 点
第 8 回フォトクラブ GENKI 写真展［3FB］
［主催］フォトクラブ GENKI［内容］いつまでも元気
な者達の年 1 回の写真展
9/27〜10/1
神奈川県警察職員美術展［2F］
［主催］一般財団法人神奈川県警友会［内容］県警察職
員や警察 OB が余暇に特技を活かして創作した作品

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 ?
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。
（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 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7 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

夏のしあわせコンポート
8/26〜9/1［休］火曜［内容］もりあいこ、ちょうの、
芦屋マキ。アナログ原画の展示、販売等
みずおと個展『あおいろ世界』
8/26〜9/1［休］火曜［内容］青色を使った海の中に
いるような幻想的な絵画
HAND MADE CIRCUS
9/2〜8［休］火曜［内容］ハンドメイド作家の手作り
雑貨とアート作品を集めたお祭り
遊闇展 2
9/2〜8［休］火曜［内容］砂と切り絵が作り出す闇物語
※擬人化注意
9/9〜15［休］火曜［内容］生き物から無機物までさ
まざまな擬人化が勢揃い
星野未兎 個展『海外展〜海外から見たタワシ〜』
9/9〜15［休］火曜［内容］過去 4 年に渡る今までの
作品を展示
のえ企画展『夢から夢へ』
9/16〜22［休］火曜［内容］8 人の作家のそれぞれ
異なる夢の世界
サンセットクリームソーダ
9/16〜22［休］火曜［内容］メランコリックな夏の
終わりをイメージした展覧会
ライオンサルト個展『ネジまきゆうえんち』
9/16〜22［休］火曜［内容］女の子のイラストを主
とした小さくてかわいい世界
フジイ・ジャン＝ピエール コラージュ×グラフィック展
9/16〜22［休］火曜［内容］制作活動 5 周年を記念
しての個展
コラージュふたり展〜やってみる?!から始まった〜
9/23〜29［休］火曜［内容］それぞれが宿題として
コラージュの作品をつくり、後日見せあってシェア
することを続けてきた作品が大集合
めしあがれ展
9/23〜29［休］火曜［内容］あなたの空腹感を全力
で煽る展覧会
art gallery, on the wind
☎251-6937 A-③ c3

「ゆくらゆくら展」
9/9〜17［休］月曜〜金曜［内容］ゆくらゆくらとい
う言葉をテーマにした表現
Art Gallery 山手
☎628-0267 A-④ b5
志村朋文＋由起子 作品展
9/14〜19［休］無し［内容］日本画画材を用いた風
景、静物、およびファンタジックな人物等と創作人
形の展示
アートスペースイワブチ
☎231-1662 A-⑤ b2

はまじゃん展
8/28〜9/3［休］無し［内容］よこはまだいすきな皆
さんの油彩、水彩、日本画等
art Truth
☎263-8663 A-⑥ b5
サカモトセイジ 個展
8/31〜9/10［休］火曜［内容］アクリル絵の具で描
くファンタジックな風景作品
しょうじあや個展
9/13〜18［休］無し［内容］半抽象画作品を中心に
展示
上野謙介 個展
9/20〜25［休］無し［内容］版画作品展
矢崎悠美 個展
9/27〜10/2［休］無し［内容］表装の技術を駆使し
た布を使った絵画展
旭ギャラリー
☎955-3388 C-②
秀作絵画展
9/1〜18［休］無し［内容］油彩、水彩、パステル
ATELIER K・ART SPACE
☎651-9037 A-⑩ c4

菅野美榮展
9/2〜17［休］月曜［内容］蜜蝋や自然植物を使い、
平面、立体作品 15 点
1010 美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑪ b4
線 幸子個展 Layer −まど−
9/23〜10/17［休］水曜［内容］ミックストメディ
ア、平面作品

岩崎ミュージアム・ギャラリー ☎623-2111 A-⑫ b5
Sketch40% 展
8/29〜9/10［休］月曜［内容］横浜を中心に活動す
るスケッチ・グループによる展覧会
☎662-7581 C-③
馬の博物館（根岸競馬記念公苑）
馬の博物館開館 40 周年記念所蔵名品展「馬の美術
150 選−山口晃「厩圖 2016」完成披露−」
9/9〜10/29［休］月 曜［内 容］約 1 万 5 千 点 以 上 の
資料の中から精選した文化財と、美術家 山口晃氏の
新作を紹介するコラボ企画
MZarts
☎315-2121 A-⑬ c3

「made in KOGANECHO at 黄金茶室」
8/4〜9/10［休］月曜、火曜、水曜、第 2・4 木曜
［内容］黄金町地区で活動する安部泰輔、井上絢子
中谷ミチコ、山本貴美子、吉本伊織 他の作品
「金理有展」at 黄金茶室
9/15〜11/5［休］月曜、火曜、水曜、第 2・4 木曜
［内容］陶芸家金理有の新作を中心に展示
エリスマン邸
☎211-1101 A-⑭ b5
島野聖子 個展 横浜トリエンナーレ応援展示
9/2 〜 3［休］無し［内容］グラスアート
工芸作品展示 宙〜この世界のすべて〜
9/9〜10［休］無し
写真展 OVER 横浜ストーリー 9/15〜21［休］無し
アトリエ y ボタニカル・アート教室作品展
9/23〜27［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
「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
特別展「没後 50 年 山本周五郎展」
9/30〜11/26［休］月曜（10/9 は開館）
［内容］山本
周五郎の没後 50 年を機に、当館のコレクションを
含む原稿や書簡、挿絵原画などをもとに紹介
神奈川県立金沢文庫
☎701-9069 C-⑤
特別展 横浜の元祖−寶生寺 寶生寺聖教横浜市文化
財指定記念−
9/1〜10/29［休］月 曜（9/18、10/9 は 除 く）
、9/19、
10/10［内容］昨年、1900 点に及ぶ寶生寺聖教が一
括して横浜市有形文化財に指定されたのを記念し
て、中世横浜の歴史と仏教文化を紹介
特集陳列 金沢文庫×縄文−金沢文庫所蔵の縄文遺物−
9/1〜10/29［休］月 曜（9/18、10/9 は 除 く）
、9/19、
10/10［内容］館蔵の縄文時代考古資料の公開。考古
遺物の展覧会
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
新・NIPPON 展
9/2〜11/5［休］月曜（祝日は除く）
［内容］外国籍の
職人やアーティストがつくる日本文化に根差した作
品、多文化との共生によって新たな価値観をもたら
した人物の活動を紹介
カフェ・ギャラリーリンデン ☎532-5288 B-①
革工芸 & ガラス 若手作家の２人展
9/20〜10/8
［休］
月曜・火曜
［内容］
栗本麻央（Cobait
leather works ）& 手塚えりか（glass works）
。革小
物とキルンワーク技法で制作されたガラス作品の展
示販売
画廊 AKIRA-ISAO ☎264-4835 2017/4/5開館 NEW!
高梨潔の描いたミナトヨコハマ
9/4〜13［休］無し［内容］太平洋美術協会展の理事
長として、またハマ展で活躍した作家の風景画
醍醐芳晴 水彩画展
9/28〜10/7［休］無し［内容］
「絵を描く基本」の刊
行記念展

Gallery ARK
☎681-6520 A-㉓ c4
大野和之 陶芸展
8/31〜9/9［休］無し［内容］食器・花器等100点前後
魅惑の水彩画展
9/14〜23［休］日曜［内容］亀崎敏郎・佐橋井久子・
星野敬子・村田旭
アウラ展
9/28〜10/7［休］日曜［内容］岩崎夏子・黒木美都子・
島崎良平・平良志季・田口由花
ギャラリー KAN
☎641-4751 A-㉕ c4
色無き風に誘われて「秋の創作展」
9/26〜10/8［休］月 曜［内 容］和 の 小 物、手 編 み の
セーター、ベスト、帽子等もの作りする人 8 人が集
合。約 500 点
ギャラリー伽羅
☎842-1428 C-⑦
手作りきゃら SHOP
9/1〜30［休］日曜・月曜・祝日［内容］着物リフォー
ムの服・バッグ・小物・アクセサリー・編みぐるみ等
ギャラリー守玄齋
☎201-7118 A-㉗ b3

第 51 回 精霊文社展
9/1〜5［休］無し
第 16 回 大日本書芸院 横浜地区連合書道展
9/7〜12［休］無し
菊地栄州 水墨画展
9/14〜19［休］無し
第27回 日月書道会 役員選抜展
9/22〜27［休］無し
ギャラリーダダ
☎461-1533 A-㉘
大山久徳 油彩画展
8/30〜9/5
［休］
無し
［内容］
独特の作風で主に花を描く
高根沢晋也教室作品展 8/30〜9/5（休）無し
二人展
9/6〜12［休］無し［内容］油彩、水彩（松尾喜代美ほか）
湯川晴美 水彩画展
9/13〜19［休］無し［内容］花や静物、風景等
渡邊道隆 風景水彩画展
9/13〜19［休］無し［内容］四季折々の風景
石川亜紀アクリル画展
9/20〜26［休］無し［内容］白木の板にアクリル画で
佐藤つえ子 透明水彩画展
9/20〜26［休］無し
［内容］
四季折々の風景。透明水彩
かな書展
9/27〜10/3［休］無し［内容］主宰 菅野深泉
ギャラリーぴお B1
☎681-5122 A-㉛ b3
M- 水彩スケッチ会 2017 合同展
9/7〜12［休］無し［内容］益田和雄講師のもと、6 つ
のグループが隔年開く合同展。約 50 人の会員が描
いた最新作約 100 点
髙橋充 水彩画展
9/14〜19［休］無し［内容］ヨーロッパや横浜の風
景を中心に、ペンと透明水彩絵の具で描きあげた小
作品 40 点
身近な実用書道展 〜楽しく、きれいに〜
9/28〜10/3［休］無し
gallery fu
☎070-6429-8597 A-㉝ c5
田代 聖晃「ブラックホールで死んでみる」
9/2〜16［休］月曜［内容］万物の構成要素をモチー
フに人間の持つ境界性や位置感の重要性を探る。ヨ
コハマトリエンナーレ 2017 応援プログラム
宮川慶子「ﬁltration」
9/19〜10/1［休］月曜［内容］詩、粘土、絵画などの
手法を用い、自らの思考を一度どろどろにした上で
可視化することを試みる。ヨコハマトリエンナーレ
2017 応援プログラム
ギャラリーミロ
☎251-5229 A-㉞ c3

岡田高弘 個展
9/4〜10［休］無し［内容］油彩・水彩他
瞬の会
9/11〜17［休］無し［内容］油彩・水彩他。岡田高弘
先生の教室展
悠芽の会
9/18〜24［休］無し［内容］油彩・水彩他。岡田高弘
先生の教室展
ソボ / マゴ展
9/25〜10/1［休］無 し［内 容］油 彩。孫（繁 野 道 恵）
と祖母による二人展
ギャラリー Lei OHANA
☎941-6169 B-⑧
「わたし達、俳画やってます」展
9/23〜24［休］無し

黄金町バザール 2017−Double Façade 他者と出
会うための複数の方法
vol.1 8/4〜9/13 ／ vol.2 9/15〜11/5 ※vol.1 と
vol.2 で一部展示替えあり［休］第 2・4 木曜［会場］
京急線「日ノ出町駅」から「黄金町駅」間の高架下ス
タジオ、周辺のスタジオ、既存の店舗、屋外空地、他
［内容］黄金町エリアのまちを舞台に開催するアー
トフェスティバル

広田隆子展 9/11〜16［休］無し［内容］水彩 50 点
レ・コパン 油絵小品展
9/18〜23［休］無し［内容］上田慶之助･落田実・熊
谷昌弘・宮本界平 油彩各 6 点
太平洋美術神奈川支部受賞者記念展
9/25〜30［休］無し［内容］過去受賞者 21 名による
展覧
日本郵船歴史博物館
☎211-1923 A- b3
ハマの石造りドック〜横浜船渠（せんきょ）
のひみつ〜
7/22〜10/15［休］月曜（休日の場合は翌日）
［内容］
みなとヨコハマと共に発展した横浜船渠の生い立ち
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
和さんと仲間達展
9/2〜18［休］水曜［内容］没後 8 年となる佐々木和
を偲ぶ5人展。佐々木和、高專寺赫、鈴木正道（平面）
、
タカハシ タツロウ（版画）
、瀧本光國（立体）
黒騎士展 13 回 秋
9/23〜10/3［休］水曜［内容］野田洋介 個展

さ行

は行

三溪園
☎621-0635 C-⑨
所蔵品展「初秋」
8/17〜9/27［休］無し［内容］三溪自筆の書画や三
溪園内古建築付属の障壁画等を紹介
所蔵品展「秋」
9/29〜11/7［休］無し［内容］三溪自筆の書画や狩
野探幽の障壁画等を紹介
第 27 回三溪園フォトコンテスト入賞作品展「四季
にあそぶ」
9/30〜12/13［休］無し［内容］応募作品の中から
選ばれた三溪園の四季の写真 46 点を展示
JICA 横浜 海外移住資料館
☎663-3257 A-㊺ a3

万国橋ギャラリー
☎201-8103 A- b3
小宮喜江 個展［布の貼り絵］
9/5〜11［休］無し［内容］布の柄・色を巧みに貼り
合わせた絵画展
f.e.i art gallery
☎325-0081 A前夜祭 FEI PRINT AWARD 受賞者選抜展
8/14〜9/1［休］土曜、日曜、祝日［内容］石川麻衣・
吉田仁美・箕輪香奈子・吉村綾平・西山瑠依・山本紗
也佳・鈴木智惠・髙橋キョウシロウ・神山千晶 他
第 5 回 FEI PRINT AWARD 準大賞者 新川沙織−枯
骸の町−
9/4〜15［休］土曜、日曜、祝日［内容］主観の不思議
をメインテーマに制作した版画作品
マックス・ギンズバーグ展
9/22〜29
［休］
土曜、日曜、祝日
［内容］
米で最も歴史の
ある美術学校
「アート・スチューデンツ・リーグ・ニュー
ヨーク」で人物油彩画を教える教授による展覧会
FEI ART MUSEUM YOKOHAMA

ギャルリーパリ
☎664-3917 A-㊲ b4
阪田清子「不確かな立ち位置の集合体」
8/25〜9/9［休］日曜［内容］インスタレーション、
オブジェ
中上清展 9/12〜24［休］9/17［内容］平面絵画
ぎゃるりじん＆Chiyoʼ s
☎681-5900 A-㊳ c4
Unit ４ 9/5〜10［休］無し［内容］水彩
松田恵一 個展 9/19〜24［休］無し［内容］油彩
TAMATAMA 9/26〜10/1［休］無し［内容］水彩
ゴールデンギャラリー
☎201-7118 A-㊷ b3
第 51 回 精霊文社展 9/1〜5［休］無し
第 16 回 大日本書芸院 横浜地区連合書道展
9/7〜12［休］無し
第 30 回 墨玄会芸術展 9/14〜19［休］無し
第27回 日月書道会 役員選抜展 9/22〜27［休］無し
第 25 回 静墨展 9/29〜10/3［休］無し
黄金町エリアマネジメントセンター
☎261-5467 A-㊸ c3

企画展示 写真展「ハワイ日系人の歩み」
6/24〜9/3［休］月曜［内容］ハワイに渡った初期の
日本人移民の暮らしや、第二次世界大戦中のハワイ
での生活等 100 点の作品を紹介
スペースナナ
☎482-6717 B-⑫
ココロはずむアート展 PART7
9/6〜24［休］月曜・火曜［内容］7 回目となる、障が
いのある方々の作品展。絵画、織、刺繍等、80 名

た行
鶴見画廊
☎584-7208 B-⑬
野分展
9/11〜16［休］無し［内容］日本画・油彩画・版画等
東急百貨店たまプラーザ店 4 階アートサロン
☎903-2441 B-⑮
3D アートの世界展〜ジェームス・リジィ・古畑雅規〜
8/31〜9/6［休］無し［内容］3D アートの世界的人
気作家ジェームス・リジィと BOX クレイアートの
古畑雅規の作品展
岩見健二 油絵展
9/7〜13［休］無し［内容］パリの華やかさ、古都の
趣、深い情感を込めて描く
新しい日本画三人展 〜佐藤宏三・小笠原明代・中上
佳子〜 −伝統を越えて−
9/14〜20［休］無し［内容］約 45 点
山本宗平 油絵展
9/21〜27
［休］
無し
［内容］
独自の視点で描かれた人物
像や、流れる時を感じさせる風景など新作含む約30点
チャーリー磯崎 〜鉄の世界〜
9/28〜10/4［休］無し［内容］両親の経営する鉄工
所で 30 年以上慣れ親しんでいた鉄［ロートアイア
ン］を活かした作品

な行
仲通りギャラリー
☎211-1020 A- b3
アトリエ 21 三人展 −屋久島紀行−
9/4〜10［休］無し［内容］上田耕造・岡田高弘・広
田稔 油彩・水彩 各 7 点

☎411-5031

A-

第 6 回 FEI PRINT AWARD 入選作品展
9/10〜20［休］月曜［内容］国内外から応募された
版画の入選作品展
マックス・ギンズバーグ展
9/22〜10/2［休］月曜［内容］米で最も歴史のある
美術学校「アート・スチューデンツ・リーグ・ニュー
ヨーク」で人物油彩画を教える教授による展覧会
ブラフ 18 番館
☎662-6318 A- c5
横浜いずみ陶芸学院 第 24 期卒業制作展
9/15〜19［休］無し
松本輝重と有志による絵の作品展
9/30〜10/4［休］無し
放送ライブラリー
☎222-2828 A- b4
TBS「世界遺産」放送 20 周年記念企画｢世界遺産｣20
年の旅 展
7/14〜9/10
［休］
月曜
（祝日の場合は翌日）
［内容］
番
組20年の歩みを振り返り、世界遺産の魅力を伝える

ま行
みつい画廊
☎261-3321（ハヤカワ画材店） A- c3
平山礼子 個展
8/28〜9/3［休］無し［内容］水彩 約 20 点
第 10 回 水彩画 紀・彩・会展
9/4〜10［休］無し［内容］静物、風景等
彩展
9/11〜17［休］無し［内容］水彩、色鉛筆、パステル、
アクリル、ポストカードから F10 まで約 75 点
アトリエ吉田町展
9/18〜24［休］無 し［内 容］油 彩、水 彩、デ ッ サ ン、
日本画、版画約 50 点
伊藤良子展 9/25〜10/1
［休］
無し
［内容］
油彩、
水彩、
書

みなとみらいギャラリー
☎682-2010 A- a2
第１回 NHK 学園 四季の写真展
8/30〜9/4［休］無し
第十八回 煌々会日本画展
9/5〜10［休］無し
パステル画を詠う
9/5〜10［休］無し［内容］パステル画・短歌
第 6 回「薬物乱用防止キャンペーン」in 横濱 啓発ポ
スター作品展
9/5〜10［休］無し
夢の配達人展 2017
9/12〜18［休］無し［内容］写真
ハワイアンキルト等の発表会 9/19〜25［休］無し
彩友会展 9/19〜25［休］無し［内容］油彩、水彩
月曜サロン展 9/19〜25［休］無し［内容］絵画
第 33 回 かもめクラブ写真展
9/26〜10/2［休］無し
花四季フラワーアレンジメントスクール作品展
9/28〜10/1［休］無し

や行
山手 234 番館
☎625-9393 A- b5
虹彩会水彩画展 気の向くままに楽しんで
8/31〜9/5［休］無し
第 13 回アートクラブオリオン絵画展
9/7〜12［休］無し［内容］油彩、水彩、パステル等
ラスト ガプス 絵画展 9/15〜19［休］無し
フォト・あくわ写真展 9/21〜26［休］無し
矢田部公仁子 古希記念展
9/28〜10/3［休］無し［内容］絵画個展
山手 111 番館
☎623-2957 A- b5
陶・咲樂工房合同教室展
9/22〜26［休］無し［内容］陶芸
pencio 9/29〜10/4［休］無し［内容］絵画・立体
山の上ギャラリー
☎852-8855 C-⑫
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
「はこ展 IV」
9/23〜10/15［休］祝日除く月曜、火曜［内容］木工
芸家、硝子作家、陶芸家など 10 名の作家の表現する
「はこ」の魅力を紹介
横浜開港資料館
☎201-2100 A- b4
横浜の西洋人社会と日本人−異文化へのとまどい
7/20〜10/22［休］月曜（祝日の場合開館、翌日閉
館）
［内容］開港後の横浜における西洋人社会と、そ
の生活を通して彼らが描いた日本人像を紹介
横浜市泉区民文化センター テアトルフォンテ
☎805-4000 C-⑮
第 36 回 木犀会展
9/12〜18［休］無し［内容］この 1 年の間に描いた
油彩の内、最も気に入った作品を展示
絵画展
9/20〜24［休］無し［内容］油彩・水彩・デッサン等
を日ごろ楽しく勉強している人たちの合同作品展
こころの色彩展
9/30〜10/1［休］無し［内容］精神障がい者支援機
関の利用者や関係者による作品
横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場
☎771-1212 C-⑯
第 25 回 坪呑絵画クラブ展
9/6〜11［休］無し［内容］会員 18 名による風景や
静物水彩画、約 50 点
第 12 回 浄彩展
9/29〜10/3［休］無し［内容］12 回目を迎える水彩
を中心とした絵画サークル展
横浜市岩間市民プラザ
☎337-0011 C-⑱
保土ケ谷写友会 写真展 9/12〜18［休］無し
第 17 回 保土ケ谷区民写真展
9/23〜30［休］無し［内容］課題「保土ケ谷の魅力」
及び自由課題の公募による写真展
横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール
☎511-5711 B-⑲
サルビア写真展 2017
9/16〜24［休］水曜［内容］誰でも気軽に出品でき
る写真展
ジャンルを超えた仲間達との作品展
9/28〜10/3
［休］
無し
［内容］
さき織、水彩画、フォト等

