横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A第 48 回 墨泉社書作展
3/8〜12［休］無し［内容］主催＝書道研究 墨泉社 代表・
横山芳碩
草間徹雄 写真展「ベトナム・波乱の時代を超えて」
3/14〜19［休］無し［内容］主催＝草間徹雄
第 38 回 面友会能面展
3/21〜26［休］無し［内容］主催＝面友会
横浜美術館
☎221-0300 A横浜美術館コレクション展 リズム、反響、ノイズ
1/4〜3/24［休］木曜（3/21［木・祝］は開館）
、3/22
［内容］同時期開催の企画展に合わせて、クロスジャンル
な芸術家たちの交流と、20 世紀を通して現代へと至る抽
象的な美術表現の展開に焦点をあてる
イサム・ノグチと長谷川三郎−変わるものと変わらざるもの
1/12〜3/24［休］木曜（3/21［木・祝］は開館）
、3/22
［内容］彫刻家イサム・ノグチ（1904-1988）と画家・理
論家 長谷川三郎（1906-1957）が出会いと交友を通し
て有形無形の日本古来の文化遺産への理解と創作意欲を
刺激し合い、それぞれの作品を展開。ノグチ作品約 50 点、
長谷川作品約 70 点
New Artist Picks 氷になる直前の、氷点下の水は、蝶
になる直前の、さなぎの中は、詩になる直前の、横浜美術
館は。―― 最果タヒ 詩の展示
2/23〜3/24［休］木曜（3/21［木・祝］は開館）
、3/22
［内容］有望な若手アーティストを紹介する「New Artist
Picks（NAP）
」シリーズ。2018 年度は、言葉を用いて多
種多様な表現活動をおこなう作家、最果タヒ（さいはて・
たひ）を取り上げる

横浜市民ギャラリー展覧会情報

☎315-2828

横浜国立大学教育人間科学部 書道ゼミ卒業制作展
2/26〜3/4
［3FB］
［主催］横浜国立大学 教育人間科学部 書道ゼミ［内容］四
年生が学業の集大成として臨書大作と創作作品を展示
日本風景写真協会神奈川支部 第 15 回作品展彩時記
2/26〜3/4
［2F］
［主催］日本風景写真協会 神奈川支部［内容］日本の風景
をテーマにした写真展。全倍写真を 65 点
横浜市民ギャラリーコレクション展 2019
昭和後期の現代美術―1964〜1989―
3/1〜3/17
［B1F/1F］
［主催］横浜市民ギャラリー［内容］1964 年の開館当時
から現代美術を紹介してきた横浜市民ギャラリーの企画
展「今日の作家展」出品作家の作品を中心に構成。時代と
その表現を両面から探ります。約 50 点を予定。特集展示
は「吉仲太造、その表現」
第 51 回 主体美術神奈川作家展
3/5〜3/11
［3F］
［主催］主体美術神奈川［内容］F100 号程の大作、油彩を
中心とした平面作品 約 50 点

横浜みなと博物館
☎221-0280 A特集展示「宝船と七福神」
1/1〜3/24［休］月曜（祝日の場合は開館、翌日休館）
［内容］柳原良平が描いたテーマである宝船と七福神の絵
本の原画やリトグラフ等を公開
企画展「横浜船渠ドック物語」
2/2〜3/24［休］月曜（祝日の場合は開館、翌日休館）
［内容］みなとみらい 21 地区に残る旧横浜船渠の 2 つの
石造りドックの歴史や果たしてきた役割を紹介
横浜ユーラシア文化館
☎663-2424 A博士の愛した中国陶磁 −美と技の 5000 年−
1/19〜3/31［休］月曜（祝日の場合は開館、翌日休館）
［内容］書家、歌人、美術史研究者・會津八一と東洋史学者・
江上波夫による中国陶磁器の歴史とその美技を紹介

横浜

や行

ギ ャ ラ リ ー

め ぐ り

ら行
リーブギャラリー
☎253-7805
2019 年 welcome 展
3/4〜10［休］無し［内容］吉田町の町おこし
世界のふくろう展
3/11〜17［休］無し［内容］水彩、油彩
サインスポット展
3/25〜31［休］無し
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3
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横浜市民ギャラリーの所蔵作品を毎月紹介します

※会期・時間等は事前にご確認ください

第 14 回アトリエ･ポルト展
3/5〜11
［2FA］
［主催］アトリエ･ポルト［内容］油彩、アクリルを主体に
した個性豊かな作品を発表
日本丸洋画同好会 第 10 回作品展
3/5〜3/11
［2FB］
［主催］日本丸洋画同好会［内容］同好会創設 10 年記念。
水彩、油彩、パステル画 約 60 点
彩の会 風景画展
3/12〜3/17
［3F］
［主催］彩の会［内容］スケッチを元に水彩、油彩、日本画
にて 10 号〜30 号 約 120 点
第 67 回 書作展
3/20〜3/25
［全展示室］
［主催］横浜書作協会［内容］漢字、かな、篆刻、刻字を網
羅した、誰でも出品できる公募展
第 41 回 日月書道展（公募）
3/27〜4/1
［全展示室］
［主催］日月書道会［内容］漢詩、和歌、俳句を題材とした
伝統的正統書。大作、小品、学生書初め等

吉田克朗《Work “171” 》

1988 年／フォトエッチング／ 35.9×52.3cm
©The Estate of Katsuro Yoshida, Courtesy of Yumiko Chiba Associates

●本作品は

「横浜市民ギャラリーコレクション展 2019 昭和後期の現代美術
（3 月 1 日〜17 日、横浜市民ギャラリー展示室 1、B1）
1964〜1989」

でご覧いただけます。
※ホームページで作品解説をご覧いただけます

1〜3 月は横浜市内で写真の祭典「フォト・ヨコハマ 2019」開催
ギャラリーめぐり

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 2018 〜
2019」
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12 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 2018〜2019」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。

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2019（1〜3 月）」開催中

あ行
art gallery, on the wind
☎251-6937 A-③
女子美春展（有志）2019 心の声に従う
3/16〜24［休］月曜〜金曜［内容］查雯婷（ｻﾌﾞﾝﾃｨ）
、肖
雪（ｼｮｳｾﾂ）
、高陽（ｺｳﾖｳ）
、曹揚（ｿｳﾖｳ）
Art Gallery 山手
☎628-0267 A-④
第 10 回 猫・ねこ写真展 PART 2
2/22〜3/3［休］無し［内容］猫をモチーフにした９名の
写真家。渥美大亮、荒木絢子、漆山俊樹、大塚義孝、楞野明
弘、Kiyochan、齋藤達也、平林佳代子、矢部一樹
村田浩明 第５回個展『色鉛筆と僕の世界』
3/26〜4/1［休］無し

村田浩明「クリスマスローズ」色鉛筆画

art Truth
☎263-8663 A-⑥
矢口圭子 個展・ウテナ
2/27〜3/4［休］無し［内容］ミクスドメディア
菊池咲 日本画展 3/6〜11［休］無し
大作俊子 個展・春の夢
3/13〜18［休］無し［内容］アクリル画
東川和正 作陶展 3/21〜31［休］火曜
ATELIER K・ART SPACE
☎651-9037 A-⑨
イヨダナオコ展
3/16〜31［休］月曜［内容］ピアス、リング、ネックレス、
ブローチ、チョーカー等、オリジナル ジュエリー 100 点
1010 美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑩
樋口多衣子 個展
2/23〜3/16［休］水 曜［内 容］水 彩、立 体、ミ ク ス ト メ
ディア
岩崎ミュージアム・ギャラリー ☎623-2111 A-⑪
スージ・アンティック＆ギャラリー 2018 展
11/21〜3/3［休］月曜（祝日の場合は翌日）
［内容］ジュ
エリー、食器、銀器やカトラリー、タイル、生活雑貨等西
洋アンティークの魅力を紹介
エリスマン邸
☎211-1101 A-⑬
内田靖子 刺し子作品展
3/4〜6［休］無し
第 2 回アトリエ conte 絵画展 2019
3/9〜11［休］無し
第 12 回 松寿会水彩画展
3/21〜26［休］無し

か行
神奈川近代文学館
☎622-6666 A-⑮
企画展・収蔵コレクション展 17「花田清輝展」
1/26〜3/10［休］月曜［内容］生誕 110 年を記念し、ご
遺族などから寄贈された資料をもとにその足跡を紹介
特別展「巨星・松本清張」
3/16〜5/12［休］月 曜（4/29、5/6 は 開 館）
［内 容］戦
後日本を代表する作家を約 400 点の資料で展観
神奈川県立金沢文庫
☎701-9069 B-⑤
特別展「伊藤博文と金沢」
1/19〜3/10［休］月曜［内容］明治の元勲達と金沢との
関わりを紹介

特別展「いろいろとりどり−国宝に見る「色」
−」
3/15〜5/12［休］月曜（4/29、5/6 日は開館）
、3/22、
5/7［内容］中世の称名寺周辺で見られた「色」について
紹介
神奈川県立地球市民かながわプラザ（あーすぷらざ）
☎896-2121 B-⑥
“着る” アフリカ展
1/19〜3/24
［休］
祝日除く月曜
［内容］
第 7 回アフリカ開
発会議（TICAD7）が 2019 年 8 月に横浜で開催されるの
に合わせ、コンゴ、ルワンダ等のアフリカ「衣」文化を紹介
カフェ・ギャラリーリンデン ☎532-5288 B-⑦
菊池和子 写真展「福島 芸能の灯を消さず」
2/20〜3/3［休］月曜、火曜［内容］震災以来、福島の写
真を撮り続けている、菊池さんの出版本の写真展。
24 日ギャラリ―トーク予定
Hana Hemmi Exhibition 〜生き物たち〜
3/8〜17［休］月曜、火曜［内容］虫、花、動物等を絵やア
クセサリ―で表現。9、10、16 日に WS あり
画廊 楽
☎681-7255 A-㉑
ハマ展受賞者展
3/4〜10［休］無し［内容］油彩、水彩、日本画（画廊楽Ⅰ
＆Ⅱ）
神奈川旺玄会会員展
3/11〜17［休］無し［内容］油彩、水彩（画廊楽Ⅰ＆Ⅱ）
第 15 回よみうり淡彩スケッチ展
3/18〜24［休］無し［内容］水彩（画廊楽Ⅰ）
ハマ展楽賞受賞者展
3/18〜24［休］無し［内容］油彩、日本画（画廊楽Ⅱ）
陶三人展
3/25〜31［休］無し［内容］陶芸（画廊楽Ⅰ）
関内アートアカデミー研究＆基礎コース合同展
3/25〜31［休］無し［内容］油彩、デッサン（画廊楽Ⅱ）
ギャラリー KAN
☎641-4751 A-㉔
「江戸ちりめんの押し絵展」
2/26〜3/10［休］月曜［内容］江戸末期から明治初期の
ちりめんを使った羽子板、くま手、お雛様 額に入った作
品 約 50 点
甦える古布 田中みち子展
3/26〜29［休］無し［内容］ドロ大島・紬の着物を洋服
にリメイク、バック、小物等 約 100 点
ギャラリー伽羅
☎842-1428 B-⑪
手作りきゃら SHOP
1/29〜3/2［休］日曜、月曜［内容］着物・帯のリフォー
ム服やバック・ポーチ・スカーフ、アクセサリーやお細工
髪飾り、編みぐるみなど全て手作り作品
ギャラリーこやま
☎545-1105 B-⑫
水彩画展
3/1〜7［休］無し［内容］三宅茂、大坂忠治らによる静物
や風景
続水彩画展
3/11〜18［休］3/13［内容］ギャラリーこやまゆかりの
作家
ギャラリー守玄齋
☎201-7118 A-㉖
古稀記念 金子閣亭書道展
3/21〜26［休］無し
ギャラリーダダ
☎461-1533 C-②
小さな小さな絵の展覧会
2/27〜3/5［休］無し［内容］菊地純代 他
パステル画作品展
2/27〜3/5［休］無し［内容］田中麻里 他
あさのたかを展
3/6〜12［休］無し［内容］組み木絵、信州の山岳を描く
版画他
廣田栄一 水彩画展
3/13〜19［休］無し［内容］ヨーロッパの古い町並み、国
内の四季折々の風景
小杉春見 水彩画展
3/13〜19［休］無し［内容］花中心の作品
佐々木佳郎 作品展
3/20〜26［休］無し［内容］鎌倉彫、漆
大坂由里 水彩画展
3/27〜4/2［休］無し［内容］風景、静物
Yayoi 展
3/27〜4/2［休］無し［内容］風景や草花の油彩、水彩。
西村弥生

ギャラリーぴお B1
☎681-5122 A-㉙
横浜絵画サロン絵画展
2/28〜3/5
［休］
無し
［内容］
会員による水彩 小品約100点
標本に “触る” 博物館 Think Square「とぶモノ展」
3/14〜19［休］無し［内容］よく知っている、だけどよく
知らない、生き物の世界を体感
gallery fu
☎070-6429-8597 A-㉛
写真展「銀の粒に惚れ、ピクセルにときめく」
（PHOTO YOKOHAMA2019 パートナーイベント）
3/1〜10
［休］
月曜
［内容］同じ撮影者が写したデジタルと
フィルムのモノクロ作品を展示し、その表現の違いを探る

た行
鶴見画廊
☎584-7208 B-㉑
3B 展
3/14〜23［休］3/19［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-㉓
水森亜土のカワイイ作品展
2/28〜3/6［休］無し［内容］版画を中心に紹介
ギィ・デサップ 油彩画展
3/7〜13［休］無し［内容］パリを描いた作品
石井清パステル画展
3/14〜20［休］無し［内容］フィンランドの自然を主に
パステル画で表現

生越文明「時空のエロス」2018 年 8 月 フィルム撮影

ギャラリーミロ
☎251-5229 A-㉜
春田景子展
2/25〜3/3［休］無し［内容］油彩、言の葉絵
welcome 吉田町展 2019
3/4〜10［休］無し［内容］吉田町アート WEEK の一環と
して開催する公募展覧会。リーブギャラリーとの共催
藤茂芳枝 個展
3/25〜31［休］無し［内容］油彩による花、女性、楽器等
ギャルリーパリ
☎664-3917 A-㉟
市松人形 工房朋
3/14〜23［休］無し
ケンジ・ベルトー・スズキ
3/26〜4/6［休］日曜［内容］立体作品

石井清「白鳥の湖」53×73

阪井茂治 作陶展
3/21〜27［休］無し［内容］佐賀・鍋島藩の高級磁器、鍋
島焼を紹介
ムラカズユキ作品展
3/28〜4/3［休］無し［内容］油絵、銅版画、水彩画、ろう
画等

な行
爾麗美術
☎222-4018 A-㊿
パラフォト展 パラスポーツ写真交流
2/16〜3/3［休］水曜［内容］2020 東京パラリンピック
に向けて、パラスポーツの魅力や優れた瞬間を伝える写真
展。企画 佐々木延江 国際障害者スポーツ写真連絡協議会
矢野信夫 写真展 GARDEN WALK
3/9〜24［休］水曜［内容］庭園を歩いて見つけた花や葉
たち

は行
ケンジ・ベルトー・スズキ 2018

ぎゃるりじん＆Chiyoʼ s
☎681-5900 A-㊱
三友周太
3/12〜24［休］月曜［内容］インスタレーション会場 会
場 Jin/Chiyo's
With9 3/26〜31［休］無し［内容］油彩
ゴールデンギャラリー
☎201-7118 A-㊴
石毛珠樹 卒寿記念水墨画展 3/7〜12［休］無し
書友展 3/21〜26［休］無し

さ行
三溪園
☎621-0635 B-⑰
俳句展
2/25〜5/28［休］無し
スペースナナ
☎482-6717 B-⑳
山内若菜展「海と山 福島へのオマージュ」
3/17〜31［休］月曜、火曜［内容］福島で生きるいのちの
大きさ、美しさを表現。ギャラリートーク有
そごう美術館
☎465-5515 C-③
「千住博展」Hiroshi Senju
3/2〜4/14［休］無し
そごう横浜店美術画廊
☎465-5506 C-④
日本画 温故知新展 2/26〜3/4［休］無し
濱口清 油絵展
2/26〜3/4［休］無し［内容］洋画
京都を中心とした人間国宝の技 昭和と平成の工芸展
3/5〜11［休］無し［内容］陶芸
SAKURA 咲く展 3/5〜11［休］無し［内容］日本画
千住博展 3/12〜18［休］無し［内容］日本画
ヨーロッパ アンティークコレクション 3/19〜25［休］無し
田中裕子 日本画展 3/26〜4/1［休］無し
アートワンダーランド横浜
3/26〜4/1［休］無し［内容］洋画他

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
美術画廊 ギャラリー桜木町
☎261-8171 A楽画 斉藤誠一 個展
3/19〜24［休］無し［内容］油彩、水彩書画
f.e.i art gallery
☎325-0081 C-⑤
田尾憲司ドローイング展 2019
3/4〜15［休］土曜、日曜、祝日［内容］日本画家による個
展。本画の元となるドローイング、ラフスケッチ等
春燦々
3/25〜4/12［休］土曜、日曜、祝日［内容］中條健太（ガ
ラス）
、OCOMOCO（バッグ）
、kaorin（ストール・帽子）
ブラフ 18 番館
☎662-6318 A楽しいスケッチ展・水彩画
3/8〜11［休］無し
第 27 回 横浜いずみ陶芸学院卒業制作展
3/16〜20［休］無し
横濱人形倶楽部 創作人形展Ⅳ
3/21〜26［休］無し

ま行
みつい画廊
☎261-3321（ハヤカワ画材店） A郷田数夫 個展
2/25〜3/3［休］無し［内容］油彩 約 35 点
第 59 回 梅香会展 （吉田町アート WEEK）
3/4〜10［休］無し［内容］油彩、透明水彩、グァッシュ、
アクリル、岩絵の具等 約 60 点
アトリエ吉田町展
3/11〜17［休］無し
第 12 回 三禄会展
3/25〜31［休］無し［内容］絵画、陶芸等
みなとみらいギャラリー
☎682-2010 A公益社団法人 日本広告写真家協会（APA）写真展
2/28〜3/3［休］無し［内容］CP＋関連展示

MARC NEMOT 展
3/5〜11［休］無し［内容］現代アート
横浜ベイアートスクール作品展
3/5〜11［休］無し［内容］絵画
第８回 郁彩会展 3/6〜11［休］無し［内容］絵画
タナツハタメラ染織展
3/13〜17［休］無し
FlowerSpace 桜園作品展〜華の集い〜
3/13〜17［休］無し［内容］生け花とフラワーアレンジ
メント
第８回 シャドウボックス作品展
3/13〜18［休］無し
ミクロコスモス版画展 vol.8
3/19〜24［休］無し
第 42 回 吉岡絵画教室展 3/19〜25［休］無し
みはし P 会・第 13 回 写真展
3/19〜25［休］無し
木綿一男・木彫展〜森の音楽会
3/26〜4/1［休］無し［内容］森の間伐で作った楽器を演
奏する人形作品
夕星（ゆうづつ）作品展
3/27〜31［休］無し［内容］絵画、書道、レザー小物等
東京都市大学 春展 / 卒展
3/27〜4/1［休］無し［内容］写真

や行
山手 234 番館
☎625-9393 A第７回 T-GRACE 写真展
2/28〜3/5［休］無し
フレミッシュ織作品展〈ヴェヴナド〉
3/7〜12［休］無し
個性豊かな作品の数々 “６人の木版画展”
3/14〜19［休］無し
なかアート教室 作品展
3/21〜26［休］無し［内容］臨床美術作品（絵画）
横浜彩々「赤レンガ倉庫」
3/28〜4/2［休］無し［内容］絵画（スケッチ淡彩）
山手 111 番館
☎623-2957 A陶・咲樂工房 陶芸教室展 3/2〜6［休］無し
BlueRoseMoon〜カルトナージュ 3/8〜12［休］無し
佐野洋一郎 写真展 Bullet & Paradise
3/17〜24［休］無し
人形着物 作品展
3/26〜30［休］無し
横浜開港資料館
☎201-2100 A浮世絵でめぐる横浜の名所
2/2〜4/21［休］月曜（祝日の場合は開館、翌日）
［内容］横浜開港 160 周年を記念して、日本人の絵師によ
る浮世絵を題材に「開港場・横浜」の風景を紹介
横浜市泉区民文化センター テアトルフォンテ
☎805-4000 B-㉚
第 27 回 写真展 フォトサークルオーロラ
2/26〜3/4［休］無し
横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場

☎771-1212

番外 YOKOHAMA「星団」写真展ふたつ星
2/27〜3/5［休］無し［内容］小林審一、羽鳥和子

B-㉛

第 17 回スリーＳ写真展
3/27〜4/2［休］無し［内容］会員による風景、スナップ、
花等
横浜市港南区民文化センター ひまわりの郷

☎848-0800

B-㊱

ボタニカルアート遊花
2/28〜3/6［休］無し
［内容］植物と木の実などの絵画
横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール

☎511-5711 B-㊳
第 78 回 神奈川県きりえ展
3/13〜19［休］無し［内容］白黒、カラー、立体、モビー
ル等。楠昭、矢島和子、小倉修子 他約 30 名
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ
☎866-2501 B-㊵
内山教室合同作品展−日本画・水彩画−
（上永谷、大船、小杉）
2/27〜3/4
［休］無し
［内容］
上永谷、
大船、
小杉の日本画、
水彩画教室の展覧会
神奈川現展 早春展
3/5〜10［休］無し［内容］現代美術作品
ルピナスの会 作品展
3/7〜10
［休］
無し
［内容］
トールペイント、写真、和小物他

彩ゆう会・蓮彩会 水彩画展 2019
3/13〜18［休］無し［内容］横山貴裕講師が指導する水
彩画展。風景、静物、人物等 約 80 点
三彩会、あじさい、タブロー会 合同展
3/20〜25［休］無し［内容］水彩
いずみ画好会・白水写生会 合同絵画展
3/26〜4/1［休］無し［内容］地域で活動する絵画サーク
ルの合同展覧会
横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-㊷
ショーケースギャラリー 保科晶子展
1/6〜3/24［休］2/25［内容］個人の記憶や歴史を起点
に、自身や他者の衣服などの私物を陶土に封じ込めたり、
かたどって焼成し作品化
Fellow Art Gallery vol.33 長岡彩展
1/12〜4/18［休］2/25、3/25［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
上森三彰展、第 4 回 三水会水彩展
2/27〜3/4［休］無し［内容］風景、静物の水彩中心。上
森講師の作品約 40 点と会員の作品約 70 点
第 11 回バーミリオン展
2/27〜3/4［休］無し［内容］油彩･アクリル･水彩･パス
テル等、会員 13 名の作品 約 50 点
GLASS FLOW 玉田ガラス工房展
2/28〜3/3［休］無し［内容］吹きガラス工房の生徒及び
スタッフ 20 余名によるガラスの饗宴 約 200 点
ギャラリーインザロビー キャラクターカメラ大集合
3/2〜24［休］無し［内容］横浜市所蔵カメラ、写真コレ
クションを紹介
第 7 回「水陽・明水会展」
・第14回「水陽・ION会展」合同展
3/5〜11［休］無し［内容］風景や静物を鉛筆やペンの線
を活かし透明水彩で彩色 約 500 点
第18回「水陽・青葉会展」
･第 9 回「水陽・季彩会展」合同展
3/12〜18［休］無し［内容］四季折々の風景をペンの線
を活かし透明水彩で彩色 約 500 点
ほとばしる命
3/20〜24
［休］
無し
［内容］
和紙、
陶器、
藍染め、
草木染め、
織物、刺繍、木工品、絵画等 約 100 点
第 4 回 藍書道の会
3/22〜24［休］無し［内容］子どもたちの大筆作品と臨
書作品を中心に 100 点強
私たちのワクワク展
3/27〜3/31［休］無し［内容］マクラメ、日本刺繍、油彩、
水彩、版画、活花等 150 点
第 6 回 森村学園中高等部 美術部展覧会
3/27〜4/1［休］無し［内容］個人制作とインスタレー
ションの展示 約 100 点
横浜市吉野町市民プラザ
☎243-9261 B-㊹
光のぷろむなぁど 2018 関連イベント 第 8 回 光のフォ
トコンテスト写真展
2/27〜3/3［休］無し［内容］
「光のぷろむなぁど 2018」
の様子を収めたフォトコンテストの作品
第 5 回「丘の上写真展」
3/12〜18［休］無し［内容］横浜清陵高校写真部の今年
度の活動を紹介
江影会写真展
3/19〜25［休］無し［内容］15 名の会員による課題「鉄
道のある風景」と自由作品
第 20 回 南期会展
3/27〜4/1［休］無し［内容］南高校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
横浜市歴史博物館
☎912-7777 B-㊺
企画展「横浜の野を駆ける−古代東国の馬と牧−」
1/30〜3/21［休］月曜（祝日・振替休日の場合は開館、
翌平日）
［内容］武蔵国を中心に、古代の南関東における
馬の生産や交通、朝廷での儀式の様相を紹介
横浜髙島屋美術画廊
☎311-5111 C-⑨
長尾浩一 油絵展
2/27〜3/5［休］無し［内容］洋画
辻聡彦 作陶展
2/27〜3/5［休］無し
お守り刀展 3/6〜12［休］無し
山本正英展 3/6〜12［休］無し［内容］洋画
河村喜史 作陶展 3/13〜19［休］無し
坂井直樹展 3/13〜19［休］無し［内容］金工
次世代の院展 作家展 3/20〜26［休］無し［内容］日本画
祝迫芳郎展 3/20〜26［休］無し［内容］立体
牧進の世界 ミニアチュールによせて
3/27〜4/2［休］無し［内容］日本画
若宮隆志展 3/27〜4/2［休］無し［内容］漆芸

