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ギャラリー

横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ 
 ☎866-2501 C-㉒
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
第四回 鎌倉彫刀華会 望月教室展
10/4～9［休］無し［内容］合同作品、創作作品他合計
300点の習作展
平成29年度（第24回）戸塚ふれあい文化祭
10/13～22［休］無し［内容］絵画、書道、華道、陶芸、手
芸等
いきいき作品展
10/24～28［休］無し［内容］平和を愛し、輝いて今を生
きる高齢者の作品展
ベンジャミン・クレームの生涯と現代のマンダラ
10/29～30［休］無し［内容］不朽の知恵の教えを基にし
た新しい分野の絵画
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 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
あざみ野コンテンポラリー vol.8 渡辺豪（わたなべごう）
ディスロケーション/dislocation
10/7～29［休］第4月曜［内容］現在進行形のアートを
紹介するシリーズ展第8回目
横浜市吉野町市民プラザ ☎243-9261 C-㉔
日中国交正常化45周年記念 第13回日中水墨協会展
9/7～10/1［休］無し［内容］中国水墨画のモットー「気韻
生動」を追い求めた日中両国の画家による作品展
あとりえ空作品展
10/11～16［休］無し［内容］幼稚園児、小学生、中学生、
高校生の水彩画、日本画、コラージュ他や立体造形等
第25回 文化書道南関東連合会 書道展
10/20～22［休］無し［内容］南関東連合会の会員、準会
員、学童の作品
田中フラワースタジオ作品展
10/28～29［休］無し［内容］花束、ブーケ、アレンジ等
ヨーロピアンスタイルの作品
横浜市歴史博物館 ☎912-7777 B-㉒
企画展「大塚・歳勝土遺跡公園開園20年 三殿台考古館開
館50年 横浜に稲作がやってきた!?」
9/16～11/12［休］月曜（祝日の場合は翌平日）［内容］
横浜市域において本格的に稲作が始まった弥生時代中期
後葉に焦点を当て、土器研究や植物考古学などの研究成
果を紹介
横浜髙島屋美術画廊 ☎311-5111 A-77
髙島屋美術部創設110年記念第30回青渕会日本画展 -標-
9/27～10/3［休］無し

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-89 b3
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
第10回 木村不二雄展
10/2～8［休］無し［内容］染織。信州の四季を染める
第29回 燦建展
10/9～15［休］無し ［内容］油彩・水彩・アクリル画
2017年モロアレザークラフト展 
10/16～22［休］無し ［内容］皮製品・ハンドバック
森靖博展
10/23～29［休］無し ［内容］水彩画笑品展
上原収二展
10/30～11/5［休］無し ［内容］イギリスの風景画、水
彩展

土岐千尋 木漆工芸展  9/27～10/3［休］無し
髙島屋美術部創設110年記念 杉本 玄覚 貞光 侘び寂展
10/4～10［休］無し［内容］陶芸
あべとしゆき 水彩画展10/4～10［休］無し 
髙島屋美術部創設110年記念 -雪 月 花- 月二十題 
10/11～17［休］無し［内容］日本画
髙島屋美術部創設110年記念 水晶と鹿 土屋仁応展
10/18～24［休］無し［内容］彫刻
加藤清和 作陶展 10/18～24［休］無し
髙島屋美術部創設110年記念 襲名記念 十一代 大樋長左
衛門展
10/25～31［休］無し
横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A-81 b3
『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
グループ森 植物画展 
10/5～10［休］無し［内容］朝日カルチャーセンター 横
浜・内城教室主催
第27回さわらび会水彩画展10/12～17［休］無し
第7回イチイチ展（絵画展）10/19～24［休］無し
第37回 横浜能面展
10/26～31［休］無し［内容］面の会・岩崎久人主催
横浜美術館 ☎221-0300 A-83 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
鶴見大学×横浜美術館美術情報センター ひろがる源氏 
つながる古地図
8/4～11/5［休］第2・第4木曜 ［会場］横浜美術館美術
情報センター 

YCC ヨコハマ創造都市センター ☎307-5305 A-90 b3
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

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
10/3～8
第10回え塾展［2F］
［主催］横浜美術学院/え塾［内容］社会人向け絵画教室の
油彩・水彩・日本画

10/3～9
第14回風景スケッチ展［3F］
［主催］横浜・鎌倉スケッチ会［内容］会員80人の国内外
の水彩スケッチ約200点
10/10～15
横浜カメラクラブ（Y.C.C)2017写真展［3FA］
［主催］横浜カメラクラブ（Y.C.C)［内容］会員23人が2m
の空間を自由構成。約90点
「至高の富士」写真展［3FB］
［主催］富士写真家連盟［内容］富士山写真の名作を集め展示
第57回アーネスト美術展［2F］
［主催］アーネストクラブ［内容］油彩、日本画、立体等、約
60点
10/18～23
第57回 神奈川県女流美術家協会展［B1F/1F/2F/3F］
［主催］神奈川県女流美術家協会［内容］個性的な大作を中
心とした油彩、日本画等、約200点
10/24～30
第44回 神奈川県独立書展・第26回 神奈川県青少年毎日
書道展［B1F/1F/2F/3F］
［主催］神奈川県独立書人団［内容］大作・個人コーナーを
含む120点の書と学生の書1100点

ホームページでも情報公開 !
http://ycag.yafjp.org/

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?
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。
「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8月15日現在のものです。）　

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/

田辺謙輔《山手教会》
1979年／鉛筆、水彩、紙／ 37.1×26.4cm

●ホームページで作品解説をご覧いただけます

デザイン：ふじたおさむ
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Art Araq Asia Gallery（AAA Gallery）
 ☎664-3907 A-① b5
ペット展３
9/30～10/6［休］火曜［内容］テーマはペット
Mika First Exhibition『mika*camera』 
9/30～10/6［休］火曜［内容］ふんわりとしたボケ感の
ある写真中心。初の個展
吉田和 個展『一人ぼっちの展覧会』 
9/30～10/6［休］火曜［内容］3DCG、内装、音楽を使い、
部屋そものが一つの作品
ふりはたあきた個展『pareidolia』 
10/7～13［休］火曜［内容］ランダムな絵具のにじみや流
れから見えてきたものを描く
KOISHI個展『大きなマメの小さな冒険』
10/7～13［休］火曜［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 
木村ともみ個展『一人十色』
10/7～13［休］火曜［内容］アナログ・デジタル・イラス
ト・模様・切り絵等
CYON個展『星の追憶-2-』
10/7～11/3［休］火曜［内容］星の追憶シリーズをテー
マにした展示。空間全体のインスタレーション
晴智ありさ個展『種の環 -くさのわ 二周目横浜篇-』
10/14～20［休］火曜［内容］金魚との出逢いから沢山の
縁や発見あり
劇団シルコサンド『Beautiful World』 
10/14～20［休］火曜［内容］みゅーたんとまり、市川い
ちによるアートワークユニット
『はんあま展 ～ティータイム・ワンダーランド～』
10/21～27［休］火曜［内容］お茶会をテーマにしたイラ
ストやアクセサリーを展示
『HAND MADE CIRCUS もこもこ』 
10/28～11/3［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
toMoka 個展『乙女のうちゅう』
10/28～11/3［休］火曜 ［内容］「叙情的な乙女」をコン
セプトにした作品
さかいめかなえ個展『Swirls Tell Us』
10/28～11/3［休］火曜［内容］アクリル絵具で、渦巻き
（Swirls）を描く。展示・販売等　
Art Gallery 山手 ☎628-0267 A-④ b5
山中翔之郎 個展 パステルの中の動物たち
10/3～10［休］無し［内容］猫をはじめ動物たちをパス
テルでリアルに描いた作品展
「より繊細な」七人の版画展10/12～17［休］無し
「ヨコハマの風と薫り」華彩洋子 個展
10/19～24［休］無し［内容］薔薇や洋館などを描いた水
彩画展 
長沢理恵・石原路子 テディベア二人展～森からの声～
10/26～31［休］無し［内容］28日と29日に絵本読み
聞かせ、ワークショップあり
アートスペースイワブチ ☎231-1662 A-⑤ b2
第11回 西花咲町自治会創作展 9/30～10/6［休］無し 
大都静代 個展
10/8～14［休］無し［内容］油彩、水彩約30点
熊ガイタケシ個展
10/31～11/6［休］無し［内容］第72回ハマ展会員新聞
社賞記念個展。油彩20点
art Truth ☎263-8663 A-⑥ b5
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
あえかなひかりの中で
10/4～9［休］無し［内容］山本祥子、辻山翠、篠崎美重子、
グループ写真展
谷地真理江 個展
10/11～16［休］無し［内容］アクリル画
田川誠 個展 10/19～29［休］火曜［内容］アクリル画
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
清野耕一 個展
10/28～11/12［休］水曜［内容］半立体作品、版画 

布あそび「着物をリメイクした洋服展」
10/17～22［休］無し［内容］手作りする5人。チュニック、
ワンピース、スカート等約130点
ギャラリー伽羅 ☎842-1428 C-⑦
手作りきゃらSHOP
10/3～12［休］日曜、月曜［内容］着物リフォーム服や
バック、帯のバックや小物・アクセサリー等
織り展 III -彩る布たち-
10/13～15［休］無し［内容］前田由紀先生の織り教室展。
ベスト・バック・マフラー等。販売、裂き織体験あり
手作りきゃらSHOP
10/17～11/4［休］日曜、月曜、祝日［内容］着物リフォー
ム服やバック、帯のバックや小物・アクセサリー等
ギャラリー守玄齋 ☎201-7118 A-㉗ b3
芳林小品展 10/5～10［休］無し
高田塾書展 10/12～17［休］無し
歌人、関口大諒と一行詩人、秦浩舟とデザインの絵墨書
家、山本翠璋のトリプル競作展
10/19～24［休］無し
第23回 千墨会 10/26～31［休］無し
ギャラリーダダ ☎461-1533 A-㉘
かな書展 9/27～10/3［休］無し［内容］主宰 菅野深泉
パレット展
10/4～10［休］無し［内容］水彩画教室の年に一度の発
表会（廣田栄一、幸子教室）
彩の会展
10/11～17［休］無し［内容］油彩画、水彩画（主宰 塩崎
秀子）
加藤みほ水彩画展
10/18～24［休］無し［内容］国内の風景画中心
水彩画４人展
10/18～24［休］無し［内容］阿部ひろみ他
あゆみ会絵画展
10/25～31［休］無し［内容］水彩画、油彩画（主宰 馬上
富美子）
大田栄子水彩画展 10/25～31［休］無し 
ギャラリーぴお B1 ☎681-5122 A-㉛ b3
身近な実用書道展 ～楽しく、きれいに～
9/28～10/3［休］無し 
第30回 横浜淡彩画 友の会展
10/26～31［休］無し［内容］線とフォルムを活かし透明水
彩で淡い彩色をほどこした淡彩画。横浜中心の風景
gallery fu ☎070-6429-8597 A-33 c5
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
石山あゆみ 篠原詩織 「まぶたのうら」
10/3～15［休］月曜［内容］眼に見える世界、眼を閉じた
時に見える世界を平面とインスタレーションを用いて構成
ギャラリーミロ ☎251-5229 A-34 c3
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
鈴木維志子 初個展10/2～8［休］無し［内容］水彩画
ぶどうの会展
10/9～15［休］無し［内容］油彩・水彩等。田村敏子先生
の教室展
エクリュ
10/16～22［休］無し［内容］油彩・水彩・ちぎり絵
ル ヴァン展
10/23～29［休］無し［内容］油彩・水彩・アクリル画・
パステル画等。香取玲子先生の教室展
風響会日本画展 
10/30～11/5［休］無し［内容］第36回目のグループ展
ギャラリー Lei OHANA ☎941-6169 B-⑧
港北東急カルチャーセンター写真教室＆まとりかりあ教室展
10/16～22［休］無し［内容］写真、絵画
ギャルリーパリ ☎664-3917 A-37 b4
今村曜子・山口三輪 展
10/2～7［休］無し［内容］平面・立体（ニット）
大橋孝子展 10/9～14［休］無し［内容］平面絵画
クラフトマンズヨコハマ展 10/16～21［休］無し
永野のり子展 10/23～29［休］無し［内容］平面絵画
ぎゃるりじん＆Chiyo’s ☎681-5900 A-38 c4
TAMATAMA 9/26～10/1［休］無し［内容］水彩
神山豊 10/3～8［休］無し［内容］立体  

あ行

神奈川近代文学館 ☎622-6666 A-⑯ b5
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材指定記念-
9/1～10/29［休］月曜（10/9は除く）、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（10/9は除く）、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 
もとやままさこ個展「コトコトリ」
10/20～26［休］10/24［内容］透明水彩で描いた児童書・
書籍の挿絵、イラスト作品、ポストカード等の展示販売
安森智子「奇跡のポルトガル」写真展 
10/28～11/8［休］11/6
画廊 AKIRA-ISAO ☎264-4835
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
渡辺潤三と押田陽子 
10/16～25［休］無し［内容］新制作展で活躍された渡辺
潤三（物故）をオマージュする作品がコラボレーション
Gallery ARK ☎681-6520 A-㉓ c4
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

岩崎ミュージアム・ギャラリー ☎623-2111 A-⑫ b5
第４回 版と表現展 -木口木版画の世界-
9/27～10/22［休］10/2、10、16［内容］15名の版画
家。ワークショップやギャラリートークあり
唐木信允・三嶋眞人 二人展〈賛助出品 川島淳〉
10/24～29［休］無し［内容］唐木信允（油彩画）、三嶋眞
人（平面・立体）。二人の教え子 川島淳（日本画）
馬の博物館（根岸競馬記念公苑） ☎662-7581 C-③
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「廐圖2016」完成披露-」
9/9～10/29［休］月曜（10/9は開館）［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
「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
手縫いで作る帽子展
10/14～17［休］無し 
みなとまち童画の会 むかし子供だった頃の絵
10/20～25［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

三溪園 ☎621-0635 C-⑨
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
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
シルク博物館 ☎641-0841 A-47 b4
「横浜・生糸」ものがたりⅠ“かいこ”と暮らす
-かながわ養蚕録-
10/7～11/12［休］月曜（祝日の場合は翌日）［内容］「養
蚕」「製糸・撚糸」「貿易」をテーマにした特別展の第一弾

たきぐちみやこ 10/10～15［休］無し［内容］油彩 
たかのかつら 10/17～22［休］無し［内容］アクリル
辻村笑子 10/24～29［休］無し［内容］油彩 
ゴールデンギャラリー ☎201-7118 A-42 b3
第25回 静墨展 9/29～10/3［休］無し
芳林小品展 10/5～10［休］無し
第35回 群星会書展 10/12～17［休］無し
第29回 右心会 10/20～24［休］無し
第23回 千墨会 10/26～31［休］無し
黄金町エリアマネジメントセンター 
 ☎261-5467 A-43 c3
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.2
9/15～11/5 ［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

さ行

鶴見画廊 ☎584-7208 B-⑬
法政オレンヂの会
10/12～17［休］無し［内容］法政二高・法政女子高美術
部OB・OGによるグループ展
俵たけし “絵と旅”
10/26～11/2［休］無し［内容］ヨーロッパ中心の作品
東急百貨店たまプラーザ店 4階アートサロン
 ☎903-2441 B-⑮
～メルヘンファンタジー～
第３回チャーリー磯崎鉄の世界展
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
岡部遼太郎・黒沼大泰二人展 
10/5～11［休］無し［内容］将来を担う若き現代日本の
洋画家展
田尾憲司 日本画展～現代の琳派 モダンな詩情世界～
10/12～18［休］無し［内容］金銀箔を使ってモノクロー
ムを基調とした配色、デフォルメされた動植物の作品
第5回 元木貴信 宙吹きガラス展
10/19～25［休］無し［内容］最古のガラス成形技法・宙
吹きで制作された器。新作を含む約100点を展示販売
楯とおる作品展
10/26～11/1［休］無し［内容］若手人気作家の個展。新
作を含む約30点を展示販売

た行

仲通りギャラリー ☎211-1020 A-52 b3
濱田精助 水彩画展
10/2～8［休］無し［内容］作品20点
吉田千代 水彩画展
10/9～14［休］無し［内容］作品20点
Exhibition of October 7th
10/15～21［休］無し［内容］ジャンルを超えた立体・平
面。14～16名のグループ展
古道健冶 油彩画展
10/23～28［休］無し［内容］作品15点
田邊昭 水彩画展
10/30～11/5［休］無し［内容］作品25点
日本郵船歴史博物館 ☎211-1923 A-53 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

な行

は行

みつい画廊 ☎261-3321（ハヤカワ画材店） A-67 c3
伊藤良子展
9/25～10/1［休］無し［内容］油彩、水彩、書
第35回 二土会展10/2～8［休］無し［内容］油彩約40点
第1回 長谷川博之 水彩画展 
10/9～15［休］無し［内容］約50点
第35回モーヴ展
10/16～22［休］無し［内容］朝日カルチャー板東道美油
彩教室有志による油彩約45点
YSK絵画同好会 絵画展
10/23～29［休］無し［内容］油彩・水彩など約45点
伊東一夫収蔵による八幡港二作品展
10/30～11/5［休］無し［内容］油彩画約50点
みなとみらいギャラリー ☎682-2010 A-68 a2
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
第16回JABA作品展 サンドブラストアート展
10/3～9［休］無し
第１回 ピッコロ・ラボ絵画展 10/4～9［休］無し
サロンデザール横浜展
10/4～9［休］無し［内容］絵画
ハワイアンキルト作品展“NaPuaOPu ‘uwai”
10/11～15［休］無し
第39回 静翔書展10/18～22［休］無し 
第39回 内田良平と閑良屋会山岳写真展 遥かなる山
10/24～30［休］無し［内容］日本の山岳写真

ま行

山手234番館 ☎625-9393 A-69 b5
矢田部公仁子 古希記念展
9/28～10/3［休］無し［内容］絵画個展
千秋の夢10/5～10［休］無し［内容］写真展
Five Views 第２回写真展10/12～17［休］無し
彩友会・土筆の会（水彩）合同展10/19～24［休］無し
高宮水彩画教室展
10/26～31［休］無し［内容］生徒の作品展
山手111番館 ☎623-2957 A-70 b5
pencio 9/29～10/4［休］無し［内容］絵画・立体
オートクチュールクラフト展 10/6～10［休］無し
茉莉展一周平画室定期展
10/13～18［休］無し［内容］絵画
USAUSA WORLD BEYOND あべあやこイラスト原画展 
10/20～25［休］無し 
100人のリースの会 10/27～11/1［休］無し 
山の上ギャラリー ☎852-8855 C-⑫
「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名の作家による作品
藤井慎介「木工展」 
10/22～11/12［休］10/23、10/30、11/6［内容］木
目の美しさを生かし、独創的な発想と造形のおもしろさ
が魅力の家具と器
大須賀昭彦・和子 「ステンドガラスの灯り展」 
10/22～11/12［休］10/23、10/30、11/6［内容］シン
プルなデザインが特徴のステンドガラス
横浜開港資料館 ☎201-2100 A-72 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
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
第42回 JRP横浜支部展
10/10～16［休］無し［内容］社会、自然の語り部として
リアリズム写真を追求。また“水”を共通のテーマとし、そ
れぞれの視点で取り組む
仏像彫刻展
10/18～22［休］無し［内容］生徒の作品展
横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場
 ☎771-1212 C-⑯
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
第4回シャドーボックス作品発表会10/11～16［休］無し 
横浜市岩間市民プラザ ☎337-0011 C-⑱
ふみ書道秋季展
10/19～22［休］無し［内容］幼年から大人まで一年間の
作品
横浜市港南区民文化センター ひまわりの郷
 ☎848-0800 C-⑲
ゆずの会 透明水彩画展 
9/28～10/4［休］無し［内容］赤坂孝史絵画教室で学ぶ
仲間10人と先生の作品
横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール
 ☎511-5711 B-⑲
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
ペーパークラフトバッグ 立松久世 作品展
10/8～10［休］無し［内容］紙バンドに、多種な材料を組
み合わせた作品。立松久世と生徒約30名
平成29年度 神奈川県きりえ展
10/11～17［休］無し［内容］神奈川県きりえの会の会員、
会員外25名75点。 楠昭、小倉修子、矢島和子他
鶴見美術家協会展
10/21～26［休］無し［内容］区内の美術家の風景画、静
物画
鶴見書人会展
10/27～31［休］無し［内容］阿部跳龍、桑山大道、島津
碧嵓

や行

・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2017～2018」に対応しています。

万国橋ギャラリー ☎201-8103 A-59 b3
宮内達夫 個展
10/17～23［休］無し［内容］木版画
f.e.i art gallery ☎325-0081 A-61
第5回 FEI PRINT AWARD準大賞者 烏丸京展
-隣の異界-
10/2～13［休］土曜・日曜・祝日［内容］見慣れた日常の
ふとした裂け目から覗く違和感、居心地の悪さ、思いがけ
ない美しさを表現
中村あや子 -遊びをせんとや生まれけむ-
10/16～27［休］土曜・日曜・祝日［内容］日本画画材・
アクリルを使用して朱・紺をメインに江戸時代風の作品
を描く作家
西谷拓磨のあいだ展
10/30～11/10［休］土曜・日曜・祝日［内容］アクリル
や様々な素材を使用した一見ポップな作品
FEI ART MUSEUM YOKOHAMA 
 ☎411-5031 A-62
マックス・ギンズバーグ展
9/22～10/2［休］9/25［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
多摩美術大学校友会 神奈川支部展 BIRTHPLACE ART 
2017-Tama Art University in Kanagawa-
10/8～15［休］月曜［内容］絵画、彫刻、陶、テキスタイル等
第43回 翠嵐会美術展
10/17～22［休］無し［内容］県立横浜翠嵐高校OB/OG
による美術展。油彩、彫刻、写真、工芸等
ブラフ18番館 ☎662-6318 A-65 c5
松本輝重と有志による絵の作品展 9/30～10/4［休］無し
第19回エレガントガラスワーク元町生徒作品展
10/6～9［休］無し
銀座亜紀枝 刺し子学園 生徒作品展
10/13～18［休］無し

ニュースパーク（日本新聞博物館） ☎661-2040 A-54 b4
激動昭和の時代を駆け抜けた銀幕のスターたち
-‘生誕100年’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］写真約100点
爾麗美術 ☎222-4018 A-55 b4
黒騎士展 13回秋
9/23～10/3［休］水曜［内容］野田洋介 個展
黒騎士展 II
10/6～15［休］水曜［内容］安斉あや子・杉村倉大・星野
鐡之・野田洋介・永田晶彦・能登茂行・鈴木正道・山本治美
関孔明 展
10/21～11/5［休］水曜［内容］横浜中華街3世華僑

知遊会展10/24～30［休］無し［内容］絵画
第24回 金沢フォトクラブ写真展「15人の個展」
10/24～30［休］無し


