横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-㉑
あざみ野フォト・アニュアル「金川晋吾 長い間」
＋
平成 29 年度横浜市所蔵カメラ・写真コレクション
展「写真の中の身体」
1/27〜2/25［休］無し [ 内容］2010 年に第 12 回三
木淳賞を受賞、2016 年に出版した写真集『father』
で注目を集めている金川晋吾（1981 年京都府生ま
れ）の個展と、約 10,000 件の収蔵作品を活用した
カメラ・写真コレクション展を同時開催

「Kanagawa Shizue」シリーズより／ 2015 年

アトリエ・ヨシイエ作品展
2/28〜3/5
［休］
無し
［内容］
ホームスパン(羊毛の染、
手紡ぎ、手織りなど）
と陶芸の姉妹教室展。約300点
横浜市歴史博物館
☎912-7777 B-㉒
企画展「銭湯と横浜―ちょっと昔のお風呂屋さんへ
ようこそ！」
1/24〜3/21［休］月曜（祝日の場合は開館、翌日休
館［
) 内容］昭和時代にスポットをあて、戦後から現
代に至るまでの横浜市内の銭湯の移り変わりを紹介
横浜髙島屋美術画廊
☎311-5111 A相田幸男展−Jaivu−
1/31〜2/6［休］無し［内容］洋画
吉田喜彦 陶展
1/31〜2/6［休］無し
〜古陶の流れ〜 伊勢﨑競・古谷和也 展
2/7〜13［休］無し［内容］陶芸
内林武史 展
2/7〜13［休］無し［内容］立体

横浜市民ギャラリー展覧会情報

水江東穹 展
2/14〜20［休］無し［内容］日本画
野口俊介 展
2/14〜20［休］無し［内容］洋画
郡 和子ガラス展
2/21〜27［休］無し
霜鳥 忍
2/21〜27［休］無し［内容］日本画
山下まゆみ展
2/28〜3/6［休］無し［内容］日本画
九谷 伊豆蔵幸治 作陶展
2/28〜3/6［休］無し
横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A第 14 回 彩歩の会 淡彩・水彩風景スケッチ画展
2/15〜20［休］無し［内容］主催：彩歩の会

横浜

や行

ギ ャ ラ リ ー

め ぐ り

b3

横浜美術館
☎221-0300 A- b2
石内 都 肌理（きめ）と写真
12/9〜3/4［休］木曜 [ 内容］国際的に最も高く評価
される写真家のひとり。2017 年に写真家としての
実質的なデビューを果たしてから40周年を迎えた。
初期から未発表作にいたる約 240 点を展示構成
横浜美術館コレクション展 全部みせます！シュー
ルな作品 シュルレアリスムの美術と写真
12/9〜3/4［休］木曜［内容］当館所蔵のシュルレア
リスムに関わった作家の作品を可能な限りまとめて
展示。開館以来はじめてのコンセプト。企画展に関
連して、石内都の初期の代表作も展示

2018 年

2

月号

横浜市民ギャラリーの収蔵作品を毎月紹介します

《絶唱、横須賀ストーリー #58 久里浜》
1976-77 年 横浜美術館蔵

☎315-2828 A-b2 ※会期・時間等は事前にご確認ください

1/30〜2/5
第 40 回記念 日月書道展（公募）
［B1F/1F/3F］
［主催］日月書道会［内容］伝統ある漢字かなの大作
細字ペン字作品と、学生の力作 400 点
1/31〜2/5
神奈川県高等学校定時制通信制生徒作品展［2F］
［主催］神奈川県高等学校定通教育振興会［内容］県
内の定時制通信制に通う高校生による総合作品展
2/7〜12
第 39 回 芳林書展［1F/2F/3F］
［主催］芳林書道院［内容］
「余白と構成」をテーマに
漢字、かな、近代詩、学生部の大作展
薄膜と空白［B1F］
YCAG ARTIST INCUBATION PROGRAM 2018
［出品］藤本涼／多和田有希［内容］“表皮のある構造
体” として写真を捉え、ユニークな手法でこの世に
存在しない景色を作り上げてきた、藤本・多和田に
よる新作展示
2/13〜18
第 38 回 公募静雅書展［3F］
［主催］静雅書道会［内容］書作品（漢字、かな、近代
詩文書、少字数）約 130 点
第 19 回 2020 年協会展［2FB］
［主催］2020 年協会展［内容］2020 年に向け県下在
住の油彩画パステル画作家の大作展
横浜美術友の会 絵画教室受講生作品展
［B1F/1F/2FA］
［主催］特定非営利活動法人 横浜美術友の会
［内容］
受講生数約 700 名、横浜市内最大の絵画教室作品展
2/20〜2/26
フォト '18［B1F/1F/2F/3F］
［主催］フォト展実行委員会［内容］横浜市を中心に
県内外の 19 団体による写真展を全館で開催

2/27〜3/5
燎の会［3FA］
［主催］燎の会［内容］独立展出品者による 100 号〜
130 号の平面作品。16 点
横浜国立大学教育人間科学部
書道ゼミ卒業制作展［3FB］
［主催］横浜国立大学教育人間科学部 書道ゼミ
［内容］横浜国立大学書道ゼミ学生による臨書と創
作の卒業制作約 15 点
2/28〜3/4
漂白する私性 漂泊する詩性［B1F］
YCAG ARTIST INCUBATION PROGRAM 2018
［出品］遠藤惇也／小野峰靖／関川航平／千葉大二
郎／中村達哉／堀内悠希／廖震平［内容］
「作品を作
る」のなかで「私性」が洗い流される。それによって、
「作品を見る」のなかで「詩性」が漂うか。写真、絵画、
インスタレーション、パフォーマンスを表現手法と
する作家のグループ展

浜口タカシ《滝頭車庫》
1972 年／ゼラチン・シルバー・プリント／ 38.8×51.9cm

●本作品は
「横浜市民ギャラリーコレクション展 2018

この作品を
見られます

（3/2〜18）
写真と素描でたどる横浜 1950‒1980年代を中心に」

に出品されます。
※ホームページで作品解説もご覧いただけます。

横浜市民ギャラリーコレクション展 2018
写真と素描でたどる横浜 1950‒1980年代を中心に
［1F/2F］
2018 年 3 月 2 日（金）
〜18 日（日）10:00〜18:00
［内容］横浜市民ギャラリーの約 1300 点の所蔵作品
から横浜を主題にした作品を展示。

「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。
当館発行の「アートヨコハマ」
「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12 月15 日現在のものです。
）

常盤とよ子《真金町遊郭初店》1954 年
ゼラチン・シルバー・プリント／ 26.6×40.5cm

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」に対応しています。

1〜3月は写真展をクローズアップしてご紹介します。ぜひお出かけください。
★この欄と同色のものが写真展です。

開催中
横浜をもっと楽しむ写真の国際イベント「フォト・ヨコハマ2018（1〜3 月）」

あ行
Art Gallery 山手
☎628-0267 A-④ b5
Club muzzle グループ写真展 ねこ・猫・ネコに出
会える６日間 !
2/1〜6［休］無し［内容］facebook を通じて集まっ
た写真好き猫好きグループの作品
第９回 猫・ねこ写真展 PART1
2/9〜18［休］無し［内容］９名のカメラマンによる
デジタル、モノクロ、ピンホールカメラで撮影した
国内国外の猫写真展
第９回 猫・ねこ写真展 PART2
2/23〜3/4［休］無し［内容］９名のカメラマンによ
る秋田や大阪など国内の猫写真展

熊谷忠浩

art Truth
☎263-8663 A-⑥ b5
思い思いのプロフィールⅡ
1/31〜2/5［休］無し［内容］数名の作家による人物
画。日本画、アクリル画、パステル画、水彩画等
森と泉と動物と
2/7〜12［休］無し［内容］動物をモチーフにした作
品のグループ展
小林岳 鉛筆画展
2/14〜19［休］無し［内容］鉛筆画作品展
如月愛個展
2/21〜26［休］無し［内容］アクリルや墨を使った
抽象画作品展
1010 美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑪ b4

藤森哲 個展
1/20〜2/11［休］水曜［内容］絵画。画廊企画
岩崎ミュージアム・ギャラリー ☎623-2111 A-⑫ b5
藤原京子展−Arcadia−
2/1〜3/4［休］2/5、13、19、26［内容］山手ゲーテ
座ホールを使用したインスタレーションの展覧会。
４人のアーティストとのコラボレーションも開催

か行
神奈川近代文学館
☎622-6666 A-⑯ b5
山川方夫と『三田文学』展
1/27〜3/11［休］月曜 (2 月 12 日は開館 )
神奈川県立金沢文庫
☎701-9069 C-⑤
特別展「運慶−鎌倉幕府と霊験伝説−」
1/13〜3/11［休］月曜（2/12 は開館 )、2/13［内容］
「鎌倉幕府と霊験伝説」をテーマに、大仏師運慶の誕
生について紹介。関連講座あり
カフェ・ギャラリーリンデン ☎532-5288 B-①
菊池和子写真展「この大地（フクシマ）奪わし人々」
2/14〜28［休］月曜・火曜［内容］2014 年から毎年
通い続けて、写真集を刊行している菊池さんの写真
展。トーク＆歌のイベントあり

菊池和子
《あの日は卒業式だった 大熊町立大熊中学校体育館 2016.5.7》

☎264-4835
画廊 AKIRA-ISAO
常設展（柳原良平 - パート 1）
会期はお問い合わせください［内容］版画など多彩
な仕事を紹介
画廊 楽
☎681-7255 A-㉒ c4
小林洋子 日本画展
1/29〜2/4［休］無し［内容］日本画 ( 会場：楽Ⅰ)
上原さつき個展
2/5〜11［休］無し［内容］油彩画 ( 会場：楽Ⅱ)
横浜美術大学有志展
2/5〜11［休］無し［内容］油彩・ミクストメディア
( 会場：楽Ⅰ)
楽絵画教室絵画展
2/12〜18［休］無し［内容］楽絵画教室の全クラス
合同生徒展 ( 会場：楽Ⅰ＆Ⅱ)
高根沢晋也教室展
2/19〜25［休］無し［内容］水彩画 ( 会場：楽Ⅰ)
濤の会
2/26〜3/4［休］無し［内容］油彩画 ( 会場：楽Ⅱ)
Gallery ARK
☎681-6520 A-㉓ c4

新春期待の若手作家展
1/25〜2/3［休］日曜［内容］期待の若手作家 6 名に
よる油彩中心の作品
美の饗宴展
2/8〜17［休］日曜［内容］美人画の展覧会
ギャラリーかれん
☎543-3577 B-⑤
シルバージュエリー田原かおり・ベドウィンジュエ
リー酒井直美 二人展
1/29〜2/3［休］無し
いろ +iro+ 彩 = 展
2/5〜10［休］無し［内容］裂き織作品、袋物、人形等
グループ展
2/12〜17
［休］
無し
［内容］
アクセサリー、習字アート他
おりじなる展
2/19〜24［休］無し［内容］横浜共生会
織女展
2/26〜3/3［休］無し［内容］織りと袋物
ギャラリー伽羅
☎842-1428 C-⑦
手作りきゃら SHOP
2/1〜28［休］日曜・月曜［内容］着物や帯のリメイ
ク服、バッグ・小物アクセサリー等
ギャラリーこやま
☎545-1105 B-⑥
第 23 回 五人展
2/11〜17［休］無し［内容］油彩・水彩・日本画・デッ
サン。田中かず彦・竹川志郎・田辺彩子・藤山敏子・
皆川政明
ギャラリー守玄齋
☎201-7118 A-㉗ b3

第 25 回 神奈川県代表書家展
2/13〜20［休］無し
第 33 回 ぴおシティ書道コンクール選抜書初展
2/24〜26［休］無し
ギャラリーダダ
☎461-1533 A-㉘
石川勝 水彩画展
1/31〜2/6［休］無し［内容］独特なタッチで描く水
彩画（風景）
色エンピツ画展
1/31〜2/6［休］無し［内容］特別な画風
植田穂積ビネット画展
2/7〜13［休］無し［内容］余白を生かして美しく描
く（風景）
けいちつスケッチ会作品展
2/14〜20［休］無し［内容］スケッチを楽しむ仲間の
発表会
多田すみえ猫展
2/21〜27
［休］
無し
［内容］
猫の世界をお楽しみください
佐藤節子展
2/28〜3/6
［休］
無し
［内容］
花の絵を主とした油彩、
水彩
小芝恵美パステル画展
2/28〜3/6［休］無し
［内容］パステルの優しいムード
ギャラリーぴお B1
☎681-5122 A-㉛ b3
横浜絵画サロン水彩画展示会
2/1〜6
［休］
無し
［内容］
会員による100点の小作品展

第 25 回 神奈川代表書家展
2/13〜20［休］無し［内容］神奈川県を代表する書
家による会派を超えた新春慶祝の展覧会
第 11 回 次代を担う新進作家展
2/13〜20［休］無し［内容］神奈川県を代表する書
家による会派を超えた新春慶祝の展覧会
gallery fu
☎070-6429-8597 A-㉝ c5

eyes love Yokohama 1/26〜3/4
（PHOTO YOKOHMA 2018 パートナーイベント）
※作品募集中、詳しくはお問い合わせください。
eyes love Yokohama style
1/26〜2/4［休］月曜［内容］横浜のライフスタイ
ル・シーンをさまざまな角度から捉えた写真展
Catʼs eyes love Yokohama
2/9〜18［休］月曜［内容］2 月 22 日の猫の日に先
駆けて、横浜在住の猫の写真でギャラリー埋め尽
くす

© ササキ ヒロシ（参考作品）

eyes love Yokohama new landscape
2/23〜3/4［休］月曜［内容］歴史的な建造物郡、
水辺の近代都市エリア、異国情緒、ミュージアム、
テーマパーク、緑豊かな街並み等、横浜の風景を
これまでにない独自の視点で捉えた写真展

©Studio510（参考作品）

ギャラリーミロ
☎251-5229 A-㉞ c3
かくかく展
1/29〜2/4［休］無し［内容］油彩・水彩・パステル画。
白日会会員によるグループ展
冬の青森紀行
2/5〜18［休］無し［内容］油彩・水彩など。アトリエ
21（上田耕造・岡田高弘・広田稔）
村田幸子 写真展
2/19〜25［休］無し［内容］
アフリカ 躍動する大地ナ
ミビア
二人展
2/26〜3/4［休］無し［内容］山嵜澪子（油彩）
、山嵜直
子（陶芸）
ギャラリー Lei OHANA
☎941-6169 B-⑧
Fusako's minimini collection 2018 展
2/25
［内容］
白磁上絵付のアクセサリー玉と小物の展示
ギャルリーパリ
☎664-3917 A-㊲ b4

山岡得七 回顧展
2/2〜14［休］日曜［内容］平面絵画
村田眞一 展
2/15〜23［休］日曜［内容］平面絵画
☎681-5900 A-㊳ c4
ぎゃるりじん＆Chiyoʼ s
Professor.son 個展
1/30〜2/4［休］無し［内容］ドローイング
TORIAEZU
2/27〜3/4［休］無し［内容］クレヨン、水彩
クロス・パティオ 緑のギャラリー ☎223-2621 A-㊵ a2

さ行
三溪園
☎621-0635 C-⑨
所蔵品展「早春」
1/30〜3/7［休］無し［内容］三溪自筆の書画や三溪
が支援した作家の絵画等
そごう横浜店美術画廊
☎465-5506 A-㊿
高橋雅美 日本画展−ときの肖像−
1/30〜2/5［休］無し
須藤和之 日本画展
1/30〜2/5［休］無し
三岸家の画家たち 三岸好太郎・節子・黄太郎展
2/6〜12［休］無し［内容］洋画
〜白日会のメンバーによる〜秀作絵画展
2/6〜12［休］無し［内容］洋画
今右衛門保存会展
2/13〜19［休］無し［内容］陶芸
代田盛男 油絵展
2/13〜19［休］無し［内容］洋画
萩焼十三代 田原陶兵衛作陶展
2/20〜26［休］無し［内容］陶芸
藤田嗣治 版画展
2/27〜3/5［休］無し
石川時彦展
2/27〜3/5［休］無し［内容］彫刻

た行
鶴見画廊
☎584-7208 B-⑬
第二十一回 路の会展
2/8〜17［休］2/13［内容］5人の作家によるグループ
展。浅野康則・木村優博・林奈保美・平野知加子・前川
隆敏
東急百貨店たまプラーザ店 4 階アートサロン
☎903-2441 B-⑮
渺渺展 ( びょうびょうてん )
2/1〜7
［休］
無し
［内容］
花、動物、人物、建築物など、
新進気鋭の日本画グループによる
「現代の日本画」
作
品展
堀川貴永 作陶展
2/8〜14［休］無し［内容］堀川ブルーの釉薬を使用
した現代的で独創的な作品
バーニー・フュークス展
2/15〜21［休］無し［内容］全米屈指のイラストレー
ター・アーティストによる、繊細でソフトな光の表現
絵の中の動物園展
2/23〜28［休］無し［内容］現在活躍中の作家によ
るアートになった動物たちの展示

な行
仲通りギャラリー
☎211-1020 A- b3
佐藤陽也展
1/25〜2/4［休］無し［内容］白日会神奈川支部展仲
通りギャラリー賞受賞記念展。油彩他約 20 点
荻原誠功 水彩画展
2/5〜10［休］無し［内容］水彩画約 20 点
第 3 回ザ・カルテット水彩画展
2/19〜24［休］無し［内容］兼古良一・羽佐間英二・
林義弘・水沢春和 四人展。水彩画約 40 点
爾麗美術
☎222-4018 A- b4
PHOTO NIREI 2018 1/5〜3/26
（PHOTO YOKOHMA 2018 パートナーイベント）
パラフォト展『パラスポーツ写真交流』
2/2〜12
［休］2/7［内容］企画：佐々木延江／国際
障害者スポーツ写真連絡協議会・パラフォト
森正・安藤理智・中村真人・山下元気・佐藤亮・内
田和稔

長谷川登写真展「樹々の粧い」
2/16〜25［休］無し［内容］樹々の写真 25 点

ゴールデンギャラリー
☎201-7118 A-㊷ b3
第 45 回 墨友書展
2/8〜11［休］無し
第 25 回 神奈川県代表書家展
2/13〜20［休］無し
第 33 回 ぴおシティ書道コンクール選抜書初展
2/24〜26［休］無し

矢野信夫『シリーズ「証拠の追跡」より 〜なんで
もない時になんでもない所で…』
2/16〜26
［休］
2/21
［内 容］
JAPAN PHOTO AWARD
2014 SINON BAKER 賞 サイモン・ベーカー テート
モダンフォトグラフィー 国際美術部門 キュレーター

いけ花 華・人・輝き 古流松藤会横浜支部 創設 85
周年記念華展
2/24〜25［休］無し［内容］生け花

や行

©Nobuo Yano

は行
美術画廊 ギャラリー桜木町
☎261-8171 A- b3
冬、出逢い展（20 人展）
2/4〜11［休］無し［内容］油彩・水彩・立体・写真
f.e.i art gallery
☎325-0081 A現代の日本作家−深作コレクションより−
1/31〜2/9［休］土曜・日曜・祝日［内容］眼科外科
医の傍ら画家としても活躍している深作氏のコレク
ションの中から日本の作家作品を厳選して展示。喜
多祥泰、佐々木豊他著名作家数名
深作秀春 新作展
2/14〜28［休］土曜・日曜・祝日［内容］コレクショ
ン展に続く同氏の新作展覧会
FEI ART MUSEUM YOKOHAMA
☎411-5031

A-

いま そこにあるなにか
2/6〜23［休］月曜［内容］日常生活の中で蓄積され
たものから制作し、表現した作品
ブラフ 18 番館
☎662-6318 A- c5
色ノ音色展 Sayaka Nakagawa〜パリが認めた色
彩画家の奏でる色の響き〜
2/1〜6［休］無し［内容］美術・油彩画の展示
横浜山手西洋館ユースギャラリー
2/10〜16［休］2/14［内容］山手にある学校の児童・
生徒の美術作品の展示
True ColorsⅡ〜わたしの中でみつけた、わたし。
「アトリエ星組作品展」
2/17〜21［休］無し［内容］絵画・立体の美術作品の
展示
クラフトからへ…身近な物たちに絵付けして、世界
にひとつの私の宝物を愉しむ
2/23〜25［休］無し［内容］木材や布に画いたフォー
クアートペインティング
放送ライブラリー
☎222-2828 A- b4
「忍たま乱太郎」アニメ放送 25 年！展
12/15〜2/12［休］月曜（祝日の場合は翌日）
［内容］
放送開始 25 年を記念して、アニメ「忍たま乱太郎」
の歴史とその魅力を取り上げる企画展を開催

ま行
みつい画廊
☎261-3321（ハヤカワ画材店） A- c3
如月展
2/5〜11［休］無し［内容］絵画、彫塑、工芸、写真等
第 4 回アトリエ・アルジ展
2/12〜18［休］無し［内容］油彩、パステル、水彩約
30 点の展示
みなとみらいギャラリー
☎682-2010 A- a2
宙に躍る六龍
1/31〜2/5［休］無し［内容］書道
第 31 回アートクラブ作品展
1/31〜2/4［休］無し［内容］子供による絵画・造形
作品
第 47 回 凌雲選抜書展
2/7〜12［休］無し［内容］書道
関内アートスクール展
2/13〜19［休］無し［内容］絵画
第 17 回 フォトクラブ・アルクメデス写真展
2/13〜19［休］無し

©Tadashi Mori

富士山 第５回 フォトコンテスト入賞作品展
2/20〜26［休］無し［内容］富士山の写真

山手 234 番館
☎625-9393 A- b5
山手東部町内会設立 60 周年記念作品展
2/1〜6［休］無し [ 内容］作品展示
ユースギャラリー
2/10〜16［休］無し［内容］作品展示
『劇団白ネコ』ワールドツアー 2018
2/22〜27［休］無し［内容］作品展示
横浜開港資料館
☎201-2100 A- b4
銭湯と横浜−“ゆ” をめぐる人びと−
1/31〜4/22［休］月曜（祝日の場合は開館、翌日休
館）
［内容］銭湯や温泉をキーワードに、近代横浜の
都市形成史をたどる
横浜市旭区民文化センター サンハート
☎364-3810 C-⑭
旭美術友の会展示会
1/30〜2/5［休］無し［内容］油彩、水彩
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４回 泉区美術会会員展
2/6〜12［休］無し［内容］泉区美術会会員の展覧会
第 25 回フォトサークルオーロラ 写真展
2/13〜19［休］無し［内容］作品の半数は「樹」をテー
マに仲間 18 名による風景写真を主にした写真展
横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場

☎771-1212 C-⑯
第六回 KAC 展
2/7〜2/12［休］無 し［内 容］絵 画 展 ( 油 絵、水 彩、ア
クリル、水墨 )。大滝照平、小林昭一、山口武夫、高橋
英介、石黒幸子、片桐美恵子、古屋英隆、近藤照子、他
横浜市岩間市民プラザ
☎337-0011 C-⑱
ぼくのわたしのお絵かきあそび！
2/21〜25［休］無し［内容］近隣幼稚園の園児の作
品約 100 点の展覧会
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 7 回サルビアこども絵画展
2/9〜19［休］無し［内容］鶴見区の子どもたち ( 小
学生以下 ) による絵画展

第 11 回 写友アングル写真展
2/28〜3/6［休］無し［内容］四季折々の自然の風景
や草花等。田中重二、上田鉚子、石川靜雄
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ

☎866-2501 C-㉒
第 12 回 上矢部高等学校卒業制作展
1/31〜2/4［休］無 し［内 容］上 矢 部 高 校 美 術 陶 芸
コース 3 年生の卒業制作作品
フラワーバスケット パッチワークキルト展
2/8〜11［休］無し［内容］寒い季節に心がほっこり
なごむキルト作品
日本画・水彩画展−大船・上永谷 内山教室作品展−
2/14〜19［休］無し［内容］大船と上永谷の内山教
室の生徒の作品展
さくらプラザアートバザール 2018
2/22〜24［休］無し［内容］さくらプラザ利用団体・
アーティスト・区民等による展覧会
造形教室むむてぃあ＆めいめい会〈ここからはじま
るアート展〉
2/28〜3/4［休］無し［内容］元気な子どもと素敵な
大人の個性あふれるアートの展示
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伊佐治雄悟展
1/6〜3/25［休］第 4 月曜［内容］作家の手によって
形状を変えた文房具や陶器などの日用品

