横浜髙島屋美術画廊
☎311-5111 A髙島屋美術部創設 110 年記念 広田稔展
5/30〜6/5［休］無し［内容］洋画
栗原一郎展
6/6〜12［休］無し［内容］洋画
髙島屋美術部創設 110 年記念 鈴木徹展−萌生−
6/6〜12［休］無し
髙島屋美術部創設 110 年記念 上村淳之展
6/13〜19［休］無し［内容］日本画
加山哲也展 6/20〜26［休］無し［内容］工芸
三谷慎展 6/20〜26［休］無し［内容］彫刻
元村平展 6/27〜7/3［休］無し［内容］洋画
日本の美と心 白井松丘 漆芸展 6/27〜7/3［休］無し
横浜都市発展記念館
☎663-2424 A- b4
伸びる鉄道、広がる道路〜横浜をめぐる交通網〜
4/14〜7/1［休］月曜［内容］横浜の交通インフラとその
ネットワークのあゆみを紹介
横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A- b3
第 13 回 梅野会美術展
5/31〜6/4［休］無し［内容］絵画。主催＝梅野会
横浜本牧絵画館
☎629-1150
岩田榮吉の世界 モチーフの追求
4/14〜7/16［休］火曜［内容］ヨーロッパ絵画への深い
理解の上に詩情豊かな世界を表現した画家。油彩（具象絵
画）
。素描・習作・試作等を通した制作過程の解説

横浜市民ギャラリー展覧会情報

横浜美術館
☎221-0300 A- b2
ヌード NUDE −英国テート・コレクションより
3/24〜6/24［休］木曜［内容］ヌードをめぐる表現がい
かに時代とともに変化し、また芸術表現としてどのよう
な意味をもちうるのか。絵画、彫刻、版画、写真など約
130 点
横浜美術館コレクション展「コレクションをつくる。未来
へつなぐ−近年の収蔵品より」
「人を描く−日本の絵画を
中心に」
3/24〜6/24［休］木曜［内容］2010 年代の収集作品の
中から初展示となる作品を中心に、近現代日本美術の作
品群を 4 つのテーマで紹介

横浜

や行

ギ ャ ラ リ ー

ら行
リーブギャラリー
☎253-7805 A- b3
ふくろうデッサン展
5/28〜6/3［休］無し［内容］水彩、油彩
AKB175 展
6/4〜10［休］無し［内容］堀篤子、新藤ブキチ、宮崎和之
吉田玲子展
6/18〜24［休］無し［内容］油彩
第 6 回 青空風景画展 つゆの晴れ間の
6/25〜7/1［休］無し［内容］水彩

2018 年

6

月号

横浜市民ギャラリーの収蔵作品を毎月紹介します

☎315-2828 A-b2 ※会期・時間等は事前にご確認ください

第 41 回ヨコハマ日曜画家展
5/30〜6/4
［全展示室］
［主催］特定非営利活動法人 横浜美術友の会［内容］日曜
画家のための出品審査のない公募展。全てを展示し 34 賞
授与
公募第 21 回 中美神奈川展
6/5〜11
［3F］
［主催］中央美術協会 神奈川支部［内容］1 年間の成果約
60 点を 200 号以下の油彩・水彩・日本画ほか展示
金沢区美術協会創立 10 周年記念・第 10 回金美会員展
6/5〜11
［1F/2F］
［主催］金沢区美術協会［内容］金美協会と他区美術協会
からの賛助出品計 150 点のコラボ絵画展
横浜市PTA連絡協議会 第35回ファミリー写生大会展覧会
6/8〜11
［B1F］
［主催］横浜市 PTA 連絡協議会［内容］横浜市 P 連「ファ
ミリー写生大会」大好きな横浜を描いた作品展
Sunny Li リー・はるこ展〜世界を旅する展覧会〜
6/12〜17
［3FA］
［主催］Sunny Li リー・はるこ李晴［内容］台湾女流作家。
世界を旅した記憶を絵画、写真等で多彩に表現

め ぐ り

第 20 回 神奈川一陽展
6/12〜17
［2F］
［主催］一陽会 神奈川支部［内容］神奈川県在住の一陽展
出品者による 100〜150 号の絵画、版画、彫塑
2018年横浜金沢写真連盟・横浜金沢観光協会合同公募展
6/12〜17
［B1F/1F］
［主催］横浜金沢写真連盟［内容］
「自由」と「金沢」2 部門
の公募入選作品展。写真 150 点
第 48 回 世界児童画展 神奈川県展
6/16〜17
［3FB］
［主催］公益財団法人美育文化協会［内容］神奈川県の入
選・特選を中心に国内、海外の児童画約 200 点
第 13 回 横浜美術協会会員・会友展
（裏面に広告→）
6/19〜25
［全展示室］
［主催］横浜美術協会グループヨコテン［内容］横浜美術
協会会員・会友の洋画、日本画、彫刻、写真約 200 点
第 42 回 神奈川独立美術展
6/26〜7/2
［B1F/2F/3F］
［主催］神奈川独立美術の会［内容］油画を中心とした平
面作品、100 号〜130 号を約 100 点展示
第 30 回こうなん綜合美術展
6/27〜7/2
［1F］
［主催］こうなん文化交流協会美術部会［内容］美術を愛
好する港南区民を主とした幅広いジャンルの作品 200 点

黒田茂樹《Sand glass》／ 1990 年

エッチング、アクアチント、ルーレット、ドライポイント、リフトグランド
38.5×61.0cm

●ホームページで作品解説をご覧いただけます

ギャラリーめぐり

梅 雨 時 も 横 浜 で 、画 廊 散 歩 は い か が で す 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。
「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4 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」に対応しています。

あ行
art gallery, on the wind
☎251-6937 A-③ c3
ヨコハマ薔薇展 2018
6/16〜24［休］月曜〜金曜［内容］横浜市の市花「薔薇」
をテーマにした作品展
Art Gallery 山手
☎628-0267 A-④ b5

ぶらり西海岸−沼田徳重小品展−
5/31〜6/5［休］無し［内容］メキシコ国境からサンフラ
ンシスコまでアメリカ西海岸をスケッチした水彩 10 数
点と失った時を集め描いた自分史シリーズ

沼田徳重／オールドタウンの小さな雑貨屋（SanDiego）

伊庭壮太郎 油彩画展
6/21〜27［休］無し
第 11 回 横浜山手の坂道と風景展 PART1
6/30〜7/8［休］無し［内容］横浜山手の坂道と風景を
テーマにした絵画工芸展
art Truth
☎263-8663 A-⑥ b5

夢我克 個展
5/31〜6/10［休］火曜［内容］猫やピエロなどをモチー
フにした油彩画展
塚本元 個展 6/13〜18［休］無し
中村景児 個展
6/21〜7/1
［休］火曜［内容］
ロングセラー絵本「グリー
ンマントのピーマンマン」作画の中村景児氏のエアブラ
シ作品
ATELIER K・ART SPACE
☎651-9037 A-⑩ c4

大森澪展−水の視点−
6/9〜24［休］月曜［内容］銅版画を主に版画をベースに
したコラージュ等 20 点
1010 美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑪ b4
松井寛泰 個展
5/26〜6/17［休］水曜［内容］写真
岩崎ミュージアム・ギャラリー ☎623-2111 A-⑫ b5

2M 会展
5/30〜6/3［休］無し［内容］19回目のグループ展。油彩、
水彩中心
吉田直展−開かずの間 Part.2−
6/6〜7/1［休］月曜［内容］
「寄木作り」で木彫りの人物
像を制作している彫刻家による個展
エリスマン邸
☎211-1101 A-⑭ b5

鈴木知子ゼミ 6 期修了展「CONTRAST」
6/15〜19［休］無し［内容］写真
和紙ちぎり絵が体験できます＆刺繍いろいろ
6/20［内容］和紙ちぎり絵と刺繍
安土陶芸教室作品展 6/26〜30［休］無し［内容］陶器

か行
神奈川近代文学館
☎622-6666 A-⑯ b5
企画展「生誕 150 年記念 詩人大使ポール・クローデルと
日本展」
5/19〜7/16［休］月曜［内容］20 世紀フランスを代表
する劇作家、詩人。大正 10〜昭和 2 年まで駐日フランス
大使を務め、今年生誕 150 年を迎える作家と日本との関
係に焦点を当てる
神奈川県立金沢文庫
☎701-9069 C-⑤
特別展「御仏のおわす国−国宝称名寺聖教がつむぐ浄土
の物語−」
5/11〜7/8［休］月曜［内容］様々な浄土の物語を国宝・
称名寺聖教や重文・宋版一切経からひもとき、信仰の表れ
を絵画や彫刻にて紹介
神奈川県立歴史博物館
☎201-0926 A-⑳ b3

特別展「神奈川県博開館 51 周年記念 つなぐ、神奈川県博
−Collection to Connection−」
4/28〜7/1［休］月曜［内容］前身の「神奈川県立博物館」
開館から 51 年目となることを記念する特別展。博物館資
料をもとに「つなぐ」をキーワードにした展示

画廊 楽
☎681-7255 A-㉒ c4
女流３人展
5/28〜6/3［休］無し
［内容］水彩、油彩、
パステル（会場：
楽Ⅱ）
鶴見厚子 個展
5/28〜6/3［休］無し［内容］油彩（会場：楽Ⅰ）
創生の輪
6/4〜10［休］無し［内容］画壇の第一線で活躍する作家
の共演（会場：楽Ⅰ＆Ⅱ）
紫陽花展
6/11〜17［休］無し［内容］日本画、版画、油彩（会場：楽Ⅰ）
神奈川女流楽賞 受賞者展
6/18〜24［休］無し［内容］油彩（会場：楽Ⅱ）
鈴木勁介 個展
6/18〜24［休］無し［内容］油彩、水彩（会場：楽Ⅰ）
JAN 展
6/25〜7/1［休］無し［内容］油彩、日本画、水彩、ミクス
トメディア（会場：楽Ⅰ＆Ⅱ）
ギャラリー KAN
☎641-4751 A-㉕ c4
布あそび「着物をリメイクした洋服展」
6/5〜10［休］無し［内容］着物をリメイクした洋服。手
作りする人 5 人集合。約 100 点
ギャラリー伽羅
☎842-1428 C-⑦
ご近所のアーティスト展 Vol.21
5/29〜6/9
［休］
月曜
［内容］
木版画、
水墨画、
油彩、
切り絵、
花のちぎり絵、色鉛筆画、陶芸、パステル画 8人の作品展
牧野瑠璃子パステル画展
6/12〜17［休］無し［内容］2F アトリエ伽羅のパステル
画教室の講師。約 20 点
手作りきゃら SHOP
6/19〜30［休］日曜、月曜［内容］着物・帯のリフォーム
服やバック、通帳紙入れ、ポーチ・アクセサリー等
ギャラリーこやま
☎545-1105 B-⑥
椋の会 6 月展
6/11〜17［休］無し［内容］絵画、木版画、七宝、陶
太田秀雄、佐藤光男、内部隆、田中レイ子、島崎まり他
ギャラリー守玄齋
☎201-7118 A-㉗ b3
第 21 回 蒼芝文會展 6/22〜26［休］無し［内容］書
ギャラリーダダ
☎461-1533 A-㉘
オガワヒロシ色鉛筆画展
5/30〜6/5［休］無し［内容］光と風を感じて
イマノマサコ水彩画展
5/30〜6/5［休］無し［内容］花、静物
大久保綾子 作品展 6/6〜12［休］無し［内容］油彩
中村知二 作品展
6/13〜19［休］無し［内容］短歌、それに絵を添えて
高根沢晋也 教室展
6/13〜19［休］無し［内容］個性溢れる生徒作品
赤坂孝史 水彩画展
6/20〜26［休］無し［内容］光あふれる風景画
成美（大澤）淳 作品展
6/20〜26［休］無し［内容］四季折々の風景
大坪和廣 作品展
6/27〜7/3［休］無し［内容］国内外の風景
ギャラリーぴお B1
☎681-5122 A-㉛ b3

第 17 回 AKI 淡彩スケッチ展
6/7〜12［休］無し［内容］横浜の風景他。約 80 名 162
点のペン彩画展
gallery fu
☎070-6429-8597 A-㉝ c5

生越文明写真展「Seventh Heaven 〜至福の時〜」
5/25〜6/3［休］月 曜［内 容］昨 年 の「Within 8 hours
〜限りあるなかで〜」に続くシリーズ第二段。
「光」と「影」
を明確に捉えたモノクロ写真約 20 点
荒井郁美「ペインティング・パレット」
6/5〜17［休］月曜［内容］画材道具としてのパレットを
絵のモチーフとした新作「パレット」シリーズ。平面作品
ギャラリーミロ
☎251-5229 A-㉞ c3

遠藤美南 個展
5/28〜6/3［休］無し［内容］
「毎日の器」をテーマにし
た陶芸展
サイコロ展
6/4〜10［休］無し［内容］女性 5 人によるグループ展。
油彩、水彩等
ヨンイチ展
6/11〜17［休］無し［内容］大橋美和子、五島瑞絵、大橋
奈美。油彩、水彩等

いいじゃん。展
6/18〜24［休］無し［内容］広田稔先生の教室展。油彩、
水彩等
恵昇会日本画展
6/25〜7/1［休］無し［内容］第 14 回を迎える小島昇先
生の教室展
ギャラリー Lei OHANA
☎941-6169 B-⑧
Blue Bees Happy! 展
6/22〜24［休］無し［内容］水彩クラブ「ゆう」展。水彩
ギャルリーパリ
☎664-3917 A-㊲ b4

宮森敬子「誕生、成長、回帰」
5/30〜6/9［休］日曜［内容］インスタレーション
ムラカズユキ「現在・過去・未来」
6/22〜28［休］無し［内容］平面絵画、立体

ロバート・ハインデル展
6/14〜20［休］無し［内容］世界のバレリーナ達を描き
「現代のドガ」といわれた作家の没後 10 年を機に新作版
画 3 点を含む約 20 点を展示販売

ロバート・ハインデル／パ ド ドゥ イン リハーサル
ジクレー版画

な行

ムラカズユキ

☎681-5900 A-㊳ c4
ぎゃるりじん＆Chiyoʼ s
宇田幸二・真由美 5/29〜6/3［休］無し［内容］写真
ぐるーぷ 99 6/5〜10［休］無し［内容］水彩
花アトリエ咲 marieta
6/12〜17［休］無し［内容］アートフラワー、ステンシル
三友周太
6/19〜7/1［休］月曜［内容］インスタレーション
ゴールデンギャラリー
☎201-7118 A-㊷ b3

第 21 回 蒼芝文會展 6/22〜26［休］無し［内容］書

さ行
三溪園
☎621-0635 C-⑨
さつき盆栽展 5/20〜6/3［休］無し
蛍の夕べ 5/25〜6/3［休］無し
花しょうぶ展 6/10〜17［休］無し
シルク博物館
☎641-0841 A-㊼ b4
江戸の粋とデザイン〜小袖コレクションから〜
4/28〜6/3［休］月曜（祝日の場合は翌日）
［内容］当館
所蔵の小袖 65 領を前期・後期に分けて一堂に展示
そごう横浜店美術画廊
☎465-5506 A-㊿
アンティークテーブルウェア展 5/29〜6/4［休］無し
ヨーロッパを描く洋画展 5/29〜6/4［休］無し
神奈川ゆかりの作家たち 清水航・清見佳奈子・飯田文香
日本画三人展
6/5〜11［休］無し
今関健司 油絵展 6/5〜11［休］無し
遠州七窯 時を継ぐ…陽炎園 膳所焼茶陶展
6/12〜18［休］無し［内容］茶道具
美濃陶芸の現在 若尾経・新里明士二人展
6/19〜25［休］無し
平良志季 日本画展 6/19〜25［休］無し
バレエ アート展 6/26〜7/2［休］無し［内容］絵画

仲通りギャラリー
☎211-1020 A- b3
渡邉俊行展
5/28〜6/3［休］無し［内容］祈りのかたち 油彩、アクリ
ル 約 15 点
ハマ展歴代受賞者展（前期：洋画･彫刻立体）
6/4〜9［休］無し［内容］洋画・彫刻立体部門の会員努力
賞･優秀賞受賞者による展覧会
ハマ展歴代受賞者展（後期：日本画・写真）
6/11〜16［休］無し［内容］日本画・写真部門の会員努
力賞･優秀賞受賞者による展覧会
吉野敦子展
6/18〜23［休］無し［内容］第 73 回ハマ展仲通ギャラ
リー賞受賞記念展。約 20 点
爾麗美術
☎222-4018 A- b4
田端徹展
6/2〜10［休］水曜［内容］いろいろな素材での表現
小島素子
6/15〜24［休］水曜［内容］水彩

は行
美術画廊 ギャラリー桜木町
☎261-8171 A- b3
第 6 回さくら art 展
6/17〜24
［休］
無し
［内容］
水彩、
油彩、
日本画、
パステル、
版画、彫金等
f.e.i art gallery
☎325-0081 A構想からの具現化
5/30〜6/12［休］土曜、日曜、祝日［内容］構想から作品
になる迄の行程を 6 名の作家が様々なジャンルの作品で
展示。井上洋介・ 李元淑・小矢田美里・関 雅治・丹羽起史・
牧孝友貴
秋山由佳展−花卉写生図−
6/18〜29［休］土曜、日曜、祝日［内容］日本画家による
冬から初夏にかけて描きためた植物の写生を展示

た行
鶴見画廊
☎584-7208 B-⑬
山崎洋子 日本画展
6/2〜9
［休］
無し
［内容］
富士山への思いを込めた日本画展
池貴巳子 絵画展
6/14〜25［休］6/19［内容］韓国の伝統絵画である民画
を中心に展示
東急百貨店たまプラーザ店 4 階アートサロン
☎903-2441 B-⑮
久木朋子 木版画展
5/31〜6/6［休］無し［内容］手摺りで版を重ねて作る多
色刷り木版画展
水森亜土 作品展
6/7〜13［休］無し［内容］POP で CUTE、そしてちょっ
とだけ SEXY な世界。作品約 30 点を展示販売
磯部光太郎 日本画展
6/21〜27［休］無し［内容］日本の里山や身近に生きる
動植物を描く。新作含む約 20 点を展示販売
阿部幸洋 新作版画展
6/28〜7/4［休］無し［内容］光をテーマに制作を続ける
作家の新作版画を展示。銅板、木版、リトグラフ、カーボ
ランダム等

秋山由佳 / 花かげ

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA

☎411-5031

A-

内海信彦×上條陽子×彦坂尚嘉「人の間に−灼熱と氷河−」
5/15〜6/3［休］月曜［内容］活動場所も技法も思想も全
く異なる三者による果てしない格闘の展覧会
小林万里子展「循環の森」
6/12〜24［休］月曜［内容］
「織る、染める、編む、刺す」
といったテキスタイル技法を用い、自然の旅をテーマに
した大型の作品を中心に展示
ブラフ 18 番館
☎662-6318 A- c5
牧陵会女性フォーラム手仕事展
6/12〜18［休］無し［内容］パッチワーク、布絵、刺繍絵
スケッチブック展 in YOKOHAMA
6/19〜24［休］無し［内容］スケッチブックグループ展
みゆき会展−淡彩スケッチ−
6/26〜30［休］無し

ま行
みつい画廊
☎261-3321（ハヤカワ画材店） A- c3
びいどろ展
5/28〜6/3［休］無し［内容］旭硝子中央研究所芸術部主
催による作品約 50 点。絵画、写真、書 等
北見美佳 個展 6/4〜10［休］無し［内容］油彩約 40 点
第 23 回 練の会展
6/11〜17［休］無し［内容］油彩・水彩等 約 45 点
みなとみらいギャラリー
☎682-2010 A- a2
みんなでつくる海の写真展〜伊豆海洋公園の海 vol.5
5/30〜6/3［休］無し［内容］水中写真
横浜国際さつき協会 花季展
6/1〜3［休］無し［内容］さつきの盆栽
落実花工房 作品展
6/6〜10［休］無し［内容］フラワーアレンジメント＆
トール・ペインティング作品
第 29 回アトリエ・ヴィーナス展
6/6〜11［休］無し［内容］絵画
第 6 回 緑青会日本画展 6/12〜18［休］無し
第 12 回パッチワークキルト アトリエ展
6/13〜18［休］無し
PIECE OF 写真展 vol.5 6/19〜24［休］無し
岩橋格の創る「着物と帯」の世界
6/19〜25［休］無し［内容］写真を使った壁面アート
2018 富士秀景写真神奈川展
6/19〜25［休］無し［内容］富士山の写真
第 23 回 県展女流選抜展
6/26〜7/2［休］無し［内容］絵画・グラスアート
第 30 回アトリエ 15 展
6/26〜7/2［休］無し［内容］絵画
こども造形教室アトリエ・アルバス展
6/27〜7/1［休］無し［内容］絵画・工作

や行
山手 234 番館
☎625-9393 A- b5
いけばな光風流 洋館に日本文化の風が薫る
6/15〜17［休］無し［内容］いけ花展
花びらの会 6/22〜24［休］無し［内容］花展
阿久津冴子 個展 6/28〜7/3［休］無し［内容］絵画
山手 111 番館
☎623-2957 A- b5
染色展 6/15〜20［休］無し［内容］染色手織作品
Lumiere カリグラフィー作品展 6/22〜27［休］無し
横浜開港資料館
☎201-2100 A- b4
金属活字と明治の横浜−小宮山博史コレクションを中心に−
4/27〜7/16［休］月曜（祝日の場合は翌日）
［内容］活版
印刷の日本への伝来の経緯と、横浜における普及の歴史
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 27 回 旭区水墨画公募展
5/29〜6/4［休］無し［内容］水墨画、黒彩画、南画
横浜市泉区民文化センター テアトルフォンテ
☎805-4000 C-⑮
和墨会作品展
5/30〜6/3［休］無し［内容］日常の暮らしの中で心に感
じた花、風景等を、水と墨と筆で紙に描いたすみ絵展
横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場
☎771-1212 C-⑯
第 32 回 新六窯作陶展
5/31〜6/4［休］無し［内容］新六窯にて作陶を楽しむ仲
間による陶磁器。講師高橋新六他、会員約 10 名
コスモス、菜の花会合同展
6/6〜11［休］無し［内容］水彩、絵手紙
青山アトリエの展覧会
6/20〜26［休］無し［内容］絵画教室青山アトリエによ
る制作展示発表会
二水会展 6/27〜7/3［休］無し［内容］水彩
横浜市岩間市民プラザ
☎337-0011 C-⑱
ときめき水彩画展 6/12〜17［休］無し
横浜市大倉山記念館
☎544-1881 B-⑰
横浜（大倉山スケッチ会）
・高知（倫の会）第 20 回記念
合同水彩画展
5/29〜6/4［休］無し［内容］メンバーによる国内外の風
景スケッチ等
水彩スケッチ 第 11 回 至水会展
6/12〜18［休］無し［内容］東京・横浜を中心に描いた
水彩画のスケッチ約 90 点

横浜市港南区民文化センター ひまわりの郷

☎848-0800 C-⑲
第 16 回 竹の会水彩スケッチ展
5/31〜6/6［休］無し［内容］ヨーロッパ、日本の風景、
人物、人形、花、器物など水彩スケッチ画 50 点
横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール
☎511-5711 B-⑲
虹の会 写真展
5/30〜6/5［休］無し［内容］写真愛好家「虹の会」会員
による風景人物等
ハーモニー展
6/6〜12［休］無し［内容］現代パステル協会代表、岩井
弘則先生に教わる陽気な仲間の作品展。菅沼ミツ子、濱村
尊司、松村憲二
絵の愛好会作品展
6/14〜17［休］無し［内容］日本画、水彩。坂本美江、河
村敦子、山口重子
第 7 回 寿楽彩グループ展（水彩画展）
6/27〜7/3［休］無し［内容］永井勝講師指導による 30
名の六年目の展示会。佐藤寿美子、宮下和子、加藤照子
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ
☎866-2501 C-㉒
ロ コ・サ ト シ 画 業40周 年 記 念 展 −Rocco's Arting
World 2018−
5/30〜6/10［休］無し［内容］ウォールペイントの第一
人者である作家の個展。会期中ライブペイント・ワーク
ショップ開催予定
ヨコハマセブンフォト 2018 写真展
6/19〜24［休］無し［内容］ネーチャーから心象作品まで
・サンフォーカス'94合同写真展
フォトサークル
「オーロラ」
6/26〜7/2［休］無し［内容］2 グループの仲間 31 名に
よる写真約 75 点
横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-㉑
第 40 回記念 神奈川一水会作家展
5/29〜6/4［休］無し［内容］50〜100 号の新作の油彩
画大作等 約 80 点
第 11 回 絵画技法材料研究会作品展
6/5〜11［休］無し［内容］油彩画中心の年 1 回の作品展。
約 60 点。技法や材料に関する解説資料も展示
第 19 回 ヴァンテアン展
6/6〜11［休］無 し［内 容］絵 画、写 真、書、工 芸、彫 刻、
模型、標本等、会員 30 名による約 90 点
爽やかニット展Ⅴ−手編みの世界へ−
6/12〜17［休］無し［内容］素材を活かしたコーディネ
イト、四季の手編み作品を多数展示。体験あり。約 100 点
2018 あおば HEY アート倶楽部作品展
6/12〜18［休］無し［内容］2004 年、石坂浩二先生がボ
ランティアで始めた油彩教室の作品展。約 50 点
花紅会展
6/13〜18［休］無し［内容］書壇院南画部門の審査員・
岩﨑桂花先生門下の花紅会と宮前水墨画同好会の会員約
17 名の水墨南画最新作展。約 70 点。席画の実演あり
第 4 回 椎名葉子と絵画グループ展
6/19〜24［休］無し［内容］会員 15 名の水彩、パステル、
油彩 約 75 点
吉村昌一郎とさくら会仲間の作品展
6/19〜24［休］無し［内容］あざみ野の老人クラブ「さく
ら会」の吉村会長による油彩画個展と会有志による絵画、
書、彫刻等 各種入賞作品含む約 50 点
創立 30 周年記念展 246 クラブ作品展
6/19〜24［休］無し［内容］油彩、水彩、コンテ 約 60 点
濱﨑道子となかまたち展
6/27〜7/2［休］無し［内容］書道と音楽、太極拳とのコラ
ボと中央アジア5ヶ国の子どもたちの絵の展示。約50点
横浜市吉野町市民プラザ
☎243-9261 C-㉔
2018 フォトサロン・97 写真展
6/5〜11［休］無し［内容］クラブ員 12 名の 1 年間の作
品展示会
第 28 回 梨の会展
6/19〜25［休］無し［内容］故高梨潔先生の門下生によ
る絵画展
第 1 回 大人の塗り絵展覧会
6/27〜7/1［休］無し［内容］大人の塗り絵コンテスト入
賞・入選作と生徒の作品、約 80 点
横浜市歴史博物館
☎912-7777 B-㉒
企画展「君も今日から考古学者 !−横浜発掘物語 2018」
4/7〜7/1［休］月曜（祝日・振替休日の場合は翌平日）
［内容］横浜市域から出土した資料から、考古学の世界を
分かりやすく紹介

