横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-㉑
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
第6回「水陽・明水会展」
・第13回「水陽･ION会展」合同展
3/6〜12［休］無し［内容］風景や静物。鉛筆やペンを活
かした透明水彩画、約 500 点
第17回「水陽・青葉会展」
・第8回「水陽･季彩会展」合同展
3/13〜19［休］無し［内容］四季折々の風景。ペンの線を
活かした透明水彩画、約 500 点
深さをさぐる五人の画家展･第 3 回飾り絵展
3/20〜25［休］無し［内容］20 年間横浜で油絵を中心に
活動するグループ展、約 100 点
第 11 回 田園写友会写真展
3/27〜4/2［休］無し［内容］毎月の例会を経て年に 1 回
開催。約 65 点
第 3 回 藍 書道の会
3/30〜4/1［休］無し［内容］新横浜･妙蓮寺･篠原･三軒
茶屋の教室に学ぶ子どもたちの大筆作品と臨書作品中心
に、約 100 点
横浜市吉野町市民プラザ
☎243-9261 C-㉔
F・C フォト展
3/20〜3/25［休］無し［内容］組写真による作品も含め
バラエティーにとんだ作品
第 19 回 南期会展
3/28〜4/2［休］無し［内容］横浜市立南高等学校の卒業
生による日本画、油絵、水彩、パステル、アクリル、陶芸、
パッチワーク等
江影会写真展示会
3/6〜3/12［休］無し［内容］15 名の会員による課題作
品「窓」と自由作品。風景、スナップ写真等
第 7 回 光のフォトコンテスト写真展
2/28〜3/4［休］無し［内容］
「光のぷろむなぁど」の様
子を撮影した光の作品が並ぶ写真展
アート寺子屋 写真展
3/24〜4/1［休］無し［内容］3/4 に開催される写真講座
の受講者による写真展
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

横浜市民ギャラリー展覧会情報

髙島屋美術部創設 110 年記念 風詠抄−譚・常・楽・浪−
3/7〜20［休］無し［内容］平面・立体
木彫三昧
3/21〜27［休］無し
喜寿記念交趾焼 四代 赤沢露石 茶陶展
3/21〜27［休］無し
山本一洋展
3/28〜4/3［休］無し［内容］陶芸
横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A- b3
第 47 回 墨泉社書作展
3/2〜6［休］無し［内容］主催＝書道研究墨泉社 代表・
横山芳碩
第 37 回 面友会能面展
3/22〜27［休］無し［内容］主催＝面友会
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
New Artist Picks 谷保玲奈展−共鳴
3/17〜4/22［休］木曜［内容］将来活躍が期待される若
手作家を紹介する「New Artist Picks（NAP）
」シリー
ズ。今回は本格的な創作活動を開始して 5 年目となる若
手日本画家。新作と近作で構成。
〈会場〉アートギャラリー
1、Cafe 小倉山
横浜ユーラシア文化館
☎663-2424 A- b4
魅惑のランプ−古代地中海からヨーロッパ、アジア・日
本まで−
1/20〜4/1［休］月曜（祝日の場合は翌平日）
［内容］古
代地中海からイスラーム世界、近現代の南アジア、ヨー
ロッパ、そして日本に至るユーラシア各地のランプの魅
力を紹介

横浜

や行

ギ ャ ラ リ ー

2018 年

3/6〜12
第 13 回アトリエ・ポルト展［3FA］
［主催］アトリエ・ポルト［内容］油彩を中心に会員の力作
を発表
横浜国立大学教育人間科学部美術科 卒業展覧会［3FB］
［主催］横浜国立大学教育人間科学部美術科専攻［内容］
横浜国立大学教育人間科学部美術科による、卒業制作展
日本風景写真協会神奈川支部第14回作品展 彩時記［B1F］
［主催］日本風景写真協会 神奈川支部［内容］日本の風景・
四季の彩りをテーマにした写真 66 点

3

月号

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
第 17 回ふくろうの世界展
3/5〜11［休］無し［内容］日本画、油彩、水彩
吉田町展 welcome 展 3/12〜18［休］無し［内容］水彩
吉田玲子展 3/19〜25［休］無し［内容］油彩
サインスポット弥生アート展
3/26〜4/1［休］無し［内容］水彩

添田定夫《大倉山梅林》
1979 年／水彩、パステル、紙／ 31.5×38.8cm

☎315-2828 A-b2 ※会期・時間等は事前にご確認ください

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。約 20 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 PROGRAM2018
［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

め ぐ り

この作品を
見られます

●本作品は

3/13〜18
彩の会 風景画展［3F］
［主催］彩の会［内容］水彩・油彩・日本画を含む 10 号〜
30 号、約 60 名、150 点
3/21〜26
第 66 回 書作展［B1F/1F/2F/3F］
［主催］横浜書作協会［内容］漢字、かな、篆刻、刻字を網羅。
会員、公募あわせ 550 点を展示
3/27〜4/2
第6回 横浜開港アンデパンダン展［B1F/1F/2F/3F］
［主催］横浜開港アンデパンダン展実行委員会［内容］無審
査で誰でも参加できる、市民のための展覧会
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」
（3/2〜18）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 2018 年1 月15 日現在のものです。
）

奥村泰宏《職を求めてたむろする失業者・野毛町桜橋》
1949 年／ゼラチン・シルバー・プリント／ 33.7×33.7cm

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, on the wind
☎251-6937 A-③ c3
夢のつづき展
3/17〜25
［休］
月曜〜金曜
［内容］
佐藤真紀、寺澤澄夏、樋
口綾香、陳子晨、陳響。女子美術大学大学院で出会った五人
Art Gallery 山手
☎628-0267 A-④ b5

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
勝山廣文絵画展 2011-2018 の軌跡
3/20〜25［休］無し［内容］油彩

勝山廣文《海嘯》油彩画／ 2011 年

art Truth
☎263-8663 A-⑥ b5
如月愛個展
2/21〜3/4［休］火曜［内容］アクリルや墨を使った抽象
画作品展
東川和正作陶展
3/8〜18［休］火曜［内容］酒器を中心とした陶芸展
小山ゆうこ個展
3/21〜26［休］無し［内容］テンペラ画を中心とした絵
画展
星奈緒 個展
3/28〜4/2［休］無し［内容］パステルを用いた人物画
旭ギャラリー
☎955-3388 C-②
花を描く絵画展
3/30〜4/22
［休］
無し
［内容］
油彩、水彩、パステル約35点
ATELIER K・ART SPACE
☎651-9037 A-⑩ c4
大北利根子展
3/17〜31［休］月曜［内容］特種な素材を使った立体、イ
ンスタレーション等 30 点
1010 美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑪ b4
THE ARTIST BOOK−Drastic Diversity−
3/3〜24［休］水曜［内容］
「本」そのもの又はコンセプト
とした作品を各分野のアーティストたちが制作
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
☎662-7581 C-③
馬の博物館（根岸競馬記念公苑）
テーマ展「馬の意匠−衣類編−」
「根付」
2/22〜4/15
［休］
月曜
（3/19、
26、
4/2は開館
〔予定〕
）
エリスマン邸
☎211-1101 A-⑭ b5
Less is More
3/5〜9［休］無し［内容］花生け展示
花のちぎり絵作品展
3/23〜27［休］無し
アトリエMusee 作品展
3/28〜31
［休］
無し
［内容］
絵画展示

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
生誕140年 与謝野晶子展 こよひ逢ふ人みなうつくしき
3/17〜5/13［休］月曜（4/30 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［内容］大仏師運慶の誕生につい
て紹介。関連講座あり

特別展「十二神将〜修理完成記念特別公開〜」
3/16〜5/6［休］月曜（4/30 は開館）
、5/1［内容］平成
23 年より 5 年間にわたって行われた十二神将像の修理完
成記念の展示
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
写真展「チョーミン楽団が行く！」
3/21〜31［休］3/26［内容］ミャンマー伝統音楽団（サ
インワイン）
「チョーミン楽団」の音楽興行を取材した後
藤修身、兵頭千夏の写真展
カフェ・ギャラリーリンデン ☎532-5288 B-①
藤本遙可 個展「旅人画家の百物語〜春 花の妖精〜」
3/12〜18［休］無し［内容］選りすぐりの和紙を使った、
味わい深い墨彩画の世界
☎264-4835
画廊 AKIRA-ISAO
常設展（柳原良平 - パート 2）
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
濤の会 2/26〜3/4［休］無し［内容］油彩画（会場：楽Ⅱ）
ハマ展受賞者展
3/5〜11
［休］
無し
［内容］
油彩画・日本画・水彩画・彫刻（会
場：楽Ⅰ&Ⅱ）
神奈川旺玄会会員展
3/12〜18
［休］
無し
［内容］
油彩・日本画・水彩画
（会場：楽Ⅰ&Ⅱ）
潮の風
3/19〜25［休］無し［内容］油彩（会場：楽Ⅱ）
第 14 回よみうり淡彩スケッチ画会
3/19〜25［休］無し［内容］水彩（会場：楽Ⅰ）
ハマ展楽賞受賞者展
3/26〜4/1［休］無し［内容］油彩画・日本画（会場：楽Ⅱ）
陶３人展
3/26〜4/1
［休］無し
［内容］陶芸（会場：楽Ⅰ）
Gallery ARK
☎681-6520 A-㉓ c4
魅惑の人物画展
3/1〜10［休］日曜［内容］若手作家による人物画展
アルテミス展
3/15〜24
［休］
日曜
［内容］
女性作家8名による展覧会
ギャラリーかれん
☎543-3577 B-⑤
織女展
2/26〜3/3［休］無し［内容］織りと袋物
ギャラリー KAN
☎641-4751 A-㉕ c4
江戸ちりめんの押し絵展
2/27〜3/11［休］3/5［内容］羽子板、くま手、お雛様、
額に入った作品。江戸末期から明治初期のちりめんを使っ
て約 50 点
ギャラリー伽羅
☎842-1428 C-⑦
手作りきゃら SHOP
3/1〜31［休］日曜、月曜、祝日［内容］着物や帯のリメイ
ク服やバック・スカーフ・小物入れ・アクセサリー・着物
地ハギレ等
ギャラリーこやま
☎545-1105 B-⑥
太田秀雄 油・水彩作品展
3/1〜7［休］無し［内容］静物と風景の油彩、水彩。
（一部
チャリティー）
ギャラリーダダ
☎461-1533 A-㉘
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
高橋茂ガッシュ画展
3/7〜13［休］無し［内容］花の絵、癒しのひととき
前川隆敏 水彩画展
3/14〜20［休］無し［内容］魅力的な風景、花、静物
中西麻子 作品展
3/21〜27
［休］
無し
［内容］
感性で描くユニークな作品
若葉恵子 透明水彩画展
3/28〜4/3［休］無し［内容］独特な優しい雰囲気
佐々木孝 版画展
3/28〜4/3［休］無し［内容］思わず微笑みたくなる
版画作品

ギャラリーぴお B1
☎681-5122 A-㉛ b3
萌の会 書道展
3/23〜27［休］無し［内容］書道を趣味としている 13 人
の仲間。古典から現代まで自由に書いた成果
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）
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
齋藤杏奈 個展「ノスタルジア 3」
3/6〜18［休］月曜［内容］福島出身の美術家齋藤杏奈
のシリーズ第三弾。油彩他
Miho Yamasaki 写真展「a letter to」
3/20〜4/1［休］月曜［内容］東日本大震災後の東北を
歩き、自身の日常を撮った写真と引き換えに東北の
方々の手を撮影

鷲森秀樹 油絵展
3/27〜4/2［休］無し［内容］洋画
アートワンダーランド横浜
3/27〜4/2［休］無し［内容］アクリル画、工芸

f.e.i art gallery
☎325-0081 A田尾憲司ドローイング展
3/5〜20［休］土曜、日曜、祝日［内容］岩絵具と金属泥や
箔を使い、動植物をモチーフに古い水墨画の風合いを表現
する作家が、ドローイング等普段あまりお見せしない作品
を展示

た行
鶴見画廊
☎584-7208 B-⑬
福田勝 個展
3/7〜12［休］無し［内容］油彩・パステル。海辺で働く
おばさん達に惹かれて…
3B 展
3/15〜24［休］3/20［内容］日本画 3 人展。池田美弥子、
越畑喜代美、麒麟
東急百貨店たまプラーザ店 4 階アートサロン
☎903-2441 B-⑮
武藤雅子テンペラ画展
3/1〜7［休］無し［内容］卵黄テンペラによって描かれた
繊細な世界と、金箔下地に施された打痕装飾による多彩
な画面構成。人物作品を中心に約 20 点
池田靖史 油絵展
3/8〜14［休］無し［内容］パリ在住の作家が描く風景画
約 20点

田尾憲司《人物 1》

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA

☎411-5031

A-

ストップモーションアニミズム展
3/4〜18［休］月曜［内容］東京藝術大学大学院映像研究
科アニメーション専攻の修了生の学生時代の作品と現在
の才能にスポットを当てた展覧会

©Miho Yamazaki

ギャラリーミロ
☎251-5229 A-㉞ c3
山嵜澪子・直子展
2/26〜3/4［休］無し［内容］母娘。油彩、陶芸
吉川和美展
3/5〜11［休］無し［内容］油彩・水彩 二紀会会員
welcome 吉田町展
3/12〜18［休］無し［内容］第 8 回を迎える吉田町あげ
てのアートイベント
藤茂芳枝 個展
3/26〜4/1［休］無し［内容］油彩など毎年恒例の個展
中藪健展
3/26〜4/1［休］無し［内容］油彩
ぎゃるりじん＆Chiyoʼ s
☎681-5900 A-㊳ c4

TORIAEZU
2/27〜3/4［休］無し［内容］クレヨン、水彩
秋葉節子 個展
3/20〜25［休］無し［内容］パステル
Witch ９
3/27〜4/1［休］無し［内容］油彩
クロス・パティオ 緑のギャラリー ☎223-2621 A-㊵ a2
高木匡 回顧展
3/2〜5［休］無し［内容］油絵約30点、スケッチブック5冊
第 14 回 iARTS 神奈川展
3/15〜21
［休］無し
［内容］
パステル、水彩、
アクリル、
日本画
しのの会
3/22〜26［休］無し［内容］絵画他 40 点

池田靖史《古い石段》10F

阪井茂治 作陶展
3/15〜21［休］無し［内容］佐賀・鍋島藩の御用窯とし
ての高級磁器・鍋島焼の新しい世界を紹介
小林英且 作品展
3/22〜28
［休］
無し
［内容］
様々なモチーフで描かれた世界
金丸悠児 作品展
3/29〜4/4［休］無し［内容］動物や建物等を題材にした
作品

な行
日本郵船歴史博物館
☎211-1923 A- b3
企画展「グランブルーの静寂〜もうひとつの氷川丸〜」
1/20〜4/22［休］月曜［内容］姉妹船である平安丸と氷
川丸の過去と現在を、写真を中心に紹介
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）
須田一政『風姿花伝』
3/2〜12［休］3/7［内容］企画 パストレイズ 井上和
明。
「人間の記憶」で土門拳賞

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
所蔵品展「春」
3/9〜4/17［休］無し［内容］三溪自筆の書画や中島清之
の障壁画等
俳句展 3/16〜5/23［休］無し
JICA 横浜 海外移住資料館
☎663-3257 A-㊺ a3
南国土佐をあとにして−海を渡った「いごっそう」
−
2/10〜5/27［休］月曜（祝日の場合は翌日）
、4/22
そごう横浜店美術画廊
☎465-5506 A-㊿
藤田嗣治 版画展 2/27〜3/5［休］無し
石川時彦 木彫展 2/27〜3/5［休］無し
日本画温故知新展 3/6〜12［休］無し［内容］日本画
玉田健二 油絵展
3/6〜12［休］無し［内容］洋画
日本画・洋画秀作展
3/13〜19
［休］
無し
［内容］
絵画
今関アキラコ油絵展
3/13〜19
［休］
無し
［内容］
洋画
ヨーロッパ アンティークコレクション
3/20〜26［休］無し［内容］アンティーク

©Issei Suda

橋本浩美『晴天の獅子』
3/16〜26［休］無し［内容］桑沢デザイン研究所 非常
勤講師

©Hiromi Hashimoto

黒騎士展 14 回 2018 春 ① 山本治美展
3/31〜4/8［休］4/4

ブラフ 18 番館
☎662-6318 A個人のイラスト展・線がのたくって
3/2〜5［休］無し
キャスパー・ラウ・ハンセン 絵と詩と写真
3/11〜12［休］無し
第 25 回 横浜いずみ陶芸学院卒業制作展
3/16〜20［休］無し
書・絵手紙をならうなかま展
3/21〜25［休］無し
陶芸教室作品発表 十色展 3/29〜4/3［休］無し

c5

ま行
みつい画廊
☎261-3321（ハヤカワ画材店） A- c3
第 58 回 梅香会展
3/5〜11
［休］
無し
［内容］
油彩、水彩、アクリル画等、約50点
吉田町アート week2018 火燿会アトリエ展
3/12〜18［休］無し［内容］油彩、水彩等約 30 点
秋元和夫 個展 美人画 花鳥図 仏さま
3/19〜25
［休］
無し［内容］
日本画・写真・陶芸等約 50点
第 11 回 三禄会展
3/26〜4/1［休］無し［内容］絵画、陶芸等約 45 点
みなとみらいギャラリー
☎682-2010 A- a2
「後世に遺したい写真」日本写真保存センター写真展
3/1〜4［休］無し
第七回 郁彩会展
3/2〜26［休］無し［内容］絵画
みなとみらい芸術祭 和楽
3/9〜11［休］無し［内容］絵画・書道
MARC NEMOT展 3/13〜18
［休］
無し
［内容］
現代アート
みはしＰ会 第 12 回写真展
3/13〜19［休］無し
作品展 夕星（ゆうづつ）vol.1
3/21〜25［休］無し［内容］絵画・書道・レザー作品等
タナツハタメラ染織展
3/21〜25［休］無し［内容］染織作品
大園めぐの世界展
3/27〜4/2［休］無し［内容］ジュエリーアート
ROUND CELL−under20−
3/27〜4/2［休］無し［内容］絵画・立体造形作品
第 41 回 吉岡絵画教室展 3/27〜4/2［休］無し

や行

は行
万国橋ギャラリー
☎201-8103 A野口均 作陶展
3/27〜30［休］無し［内容］花器・食器等

伊藤有壱 / ニャッキ！ / クレイアニメ

b3

山手 234 番館
☎625-9393 A「布と遊ぶ日々」小田切道子 布絵個展
3/1〜6［休］無し

b5

写真クラブ ゲンキ写真展 2018
3/8〜13［休］無し
第 5 回 横浜スケッチクラブ水彩画展
3/15〜20［休］無し
ＭＵＫ写真展 +1
3/22〜27［休］無し
第 11 回 松寿会『水彩画展』
3/29〜4/3［休］無し
横浜赤レンガ倉庫 1 号館
☎211-1515 A- a3
平成 29 年度 横浜美術大学卒業制作選抜展
3/8〜13［休］無し［内容］平成 29 年度卒業生卒業制作
から選抜された作品展
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
第 16 回 旭芸術写真会展
2/27〜3/5
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 16 回 こもれび水彩画展
3/6〜12［休］無し［内容］絵画教室「こもれび」に楽しく
集う絵の仲間たちの作品展
宮籐凉一 版画展ʼ 18
3/13〜3/19［休］無 し［内 容］銅 版 画（メ ゾ チ ン ト）約
30 点と、日記風エスキス（ペン画）約 700 点
泉彩の会 絵画作品展
3/21〜3/26［休］無し［内容］仲間達と楽しく描いた絵
佐藤俊道（第 3 回）水彩画展
3/28〜4/1［休］無し［内容］歴史的建築物、自然などの
水彩画中心
横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場
☎771-1212 C-⑯
第９回 木曜油彩会展
3/1〜6［休］無し［内容］杉田地区センターで活動する絵
画サークルの作品約 50 点
吉川龍水彩画同好会 木曜クラス展示会
3/7〜12［休］無し［内容］水彩画を楽しむ 60 才以上の
メンバー
ユニーグループ OB&F 作品展
3/22〜26［休］無し［内容］同一企業グループの OB と
家族（小学〜80 歳）による作品展
第 15 回 YOKOHAMA「星団」写真展
3/28〜4/3［休］無し［内容］共同個展式写真展。羽鳥和
子他 14 名

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 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
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
神奈川現展 早春展
3/6〜3/12
［休］
無し
［内容］
自由な発想で制作された作品
アート・先生とみんなの会 5 周年記念手工芸作品展
3/14〜19［休］無し［内容］味わい深い作品の展示・体
験講習会（事前予約制）
・マンドリン演奏
戸塚区美術協会 会員特別展・スケッチ会作品展
3/21〜26［休］無し［内容］会員の多様な絵画及び地域
交流スケッチ会での作品を数多く展示
いずみ画好会・白水写生会 合同絵画展
3/27〜4/2［休］無し［内容］地域の同好会として絵画を
通じて楽しく活動
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
Fellow Art Gallery vol.29 谷村虎之介展
1/16〜3/25［休］第4月曜［内容］障がいのあるアーティ
ストたちの作品を常設展示するミニギャラリー

