横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-㊸
フランス刺繍と書の世界〜夢の途中〜
8/27〜9/2
［休］
無し
［内容］
20数年のフランス刺繍と書作
品を展示。書は自作詩が中心。約 30〜40 点。主催 = 紫香
青葉フォト研究会 第 1 回 写真展
8/27〜9/2［休］無し［内容］発足 4 年、会員 10 名が研鑚
してきた写真の成果を発表。約 50 点
あおば HEY アート倶楽部作品展 2019
8/27〜9/2［休］無し［内容］2004 年に青葉区政 10 周年
記念事業のひとつとして催された「石坂浩二油絵教室」を
もとに発足した倶楽部の作品展。描き方も画題もサイズも
様々な作品約 40 点。主催 = あおば HEY アート倶楽部
第 14 回 双周舎習作展
8/29〜9/1［休］無し［内容］漢字書、かな書、実用書、ぬ
り絵など、会員 70 余名の習作展。約 80 点
世代を越えた絵画展
9/4〜9［休］無し［内容］幼児から成人、障害のある方ま
での作品が一堂に会し、世代を超えて表現される普遍的な
美の発見の場を目指す。約 400 点
青葉合同絵画展
9/10〜16［休］無し［内容］水彩、油彩のメディアの違い
や、モチーフの違いを超えた美の普遍性を考える機会に。
約 400 点
いけばな小原流 みんなの花展「ぎゅっと、秋 !!」
9/21〜22［休］無し［内容］季節感あふれるいけばな作品。
約 60 点
第 13 回 SEN 展
9/24〜30［休］無し［内容］油彩、水彩等、会員 10 名の小
品から大作まで。風景、静物他。約 60 点
第 22 回 都筑写真倶楽部 写真展
9/24〜30
［休］
無し
［内容］
風景、花、生物、都市の風景等、会
員16名のそれぞれの感性でとらえた写真を展示。約100点
横浜市吉野町市民プラザ
☎243-9261 B-㊺
第 16 回 F・C フォト写真展
9/10〜16［休］無し［内容］会員 16 名による 64 点の風
景及びスナップ写真を展示。デジタルによる個性ある作品
を紹介
第 39 回フォト亀楽写真展
9/17〜23［休］無し［内容］今年で 39 回目を迎える横浜
市老人趣味の教室「南寿荘写真教室」講座を修了した OB
の写真クラブ、フォト亀楽 ( かめら ) による写真展

横浜市民ギャラリー展覧会情報

☎315-2828

第 62 回 太平洋神奈川展（公募・巡回展）
8/27〜9/2
［全展示室］
［主催］太平洋美術会神奈川支部［内容］太平洋美術
会神奈川支部主催の公募、巡回展。平面、立体
第 59 回 神奈川旺玄展
9/3〜9/9
［全展示室］
［主催］一般社団法人 旺玄会 神奈川支部［内容］130
号までの洋画、日本画、版画、企画展を合わせ 170
点を展示
風景スケッチ展
9/10〜9/15
［3F］
［主催］横浜・鎌倉スケッチ会［内容］国内外の風景
スケッチを約 200 点展示、水彩
等迦会 神奈川支部展
9/10〜9/15
［2FA］
［主催］美術団体等迦会神奈川支部［内容］等迦展の
神奈川支部の展覧会。約 30 名で油彩画等 30〜100
号程度出品
横浜水彩画同好会展
9/10〜9/15
［2FB］
［主催］横浜水彩画同好会［内容］6〜20 号の水彩画、
70 点展示
第 32 回 三軌会 神奈川支部展
9/17〜9/23
［3FA］
［主催］三軌会 神奈川支部［内容］第 32 回神奈川支
部展。大作、小作 約 40 点の油彩、アクリル画
第一美術協会 第 42 回 湘南支部展
9/17〜9/23
［2F］
［主催］第一美術協会 湘南支部［内容］油彩、水彩、墨
彩、工芸等。会員の日々の努力と成果の発表

第 9 回 竹生印人会篆刻展
9/24〜30［休］無し［内容］篆刻作品（額装、軸装）刻印済
印材等展示。出品者：竹生印人会会長、篆遊会 ( 永谷地区 )、
楽篆会 ( 野庭地区 )、東篆会 ( 上大岡地区 )、篆刻るり会 ( 上
大岡地区 )、賛助会員
横浜髙島屋美術画廊
☎311-5111 C-⑨
大城真人 油絵展 英国とフランスの水辺
8/28〜9/3［休］無し
− 色絵のうつわ − 南繁正・絢子展
8/28〜9/3［休］無し［内容］陶芸
工房創立 30 周年記念 第 12 回ガラス工芸作家 国の「現代
の名工」黒木国昭展
9/4 〜 9/10 [ 休 ] 無し
堀木エリ子展 和紙灯りのオブジェ
9/11 〜 9/17[ 休 ] 無し
細迫諭展
9/11 〜 9/17[ 休 ] 無し [ 内容 ] 洋画
Un Vent Nouveu 新しい風
9/18 〜 9/24[ 休 ] 無し [ 内容 ] 洋画
備前 森泰司 作陶展
9/18 〜 9/24[ 休 ] 無し
第 33 回 青渕会 日本画展―標―
9/25 〜 10/1[ 休 ] 無し
加藤清和 作陶展
9/25 〜 10/1[ 休 ] 無し
横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A第 53 回 錬心社書作展
8/30〜9/1
［休］無し
［内容］
主催=錬心社(代表・北見琢也)
第 32 回 彩和会展
9/26〜10/1［休］無し［内容］主催 = 彩和会
横浜美術館
☎221-0300 A横浜美術館開館 30 周年記念 生誕 150 年・没後 80 年記念
原三溪の美術 伝説の大コレクション
7/13〜9/1［休］木曜［内容］国宝や重要文化財に指定さ
れる名品 30 件以上を含む三溪旧蔵の美術品や茶道具約
150 件と貴重な関連資料を展示
横浜みなと博物館
☎221-0280 A8/27〜12/22［休］月曜 ( 祝日の場合は開館、翌日休館 )
［内容］博物館内の柳原良平アートミュージアムにて開催
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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

ら行
リーブギャラリー
☎253-7805
第 25 回 彩友会
8/26〜9/1［休］無し［内容］パステル画

A-

※会期・時間等は事前にご確認ください

第 3 回アトリエ アズュール作品展
9/19〜9/23
［3FB］
［主催］アトリエ アズュール［内容］シャドーボック
ス & メタルエンボッシング教室の合同作品展
新・今日の作家展 2019 対話のあとさき
9/20〜10/12
［B1F/1F］
［主催］横浜市民ギャラリー［内容］毎年テーマを設
けて同時代の作家の作品を展覧し、現代の表現を探
る「新・今日の作家展」
。今回は < 対話 > をキーワー
ドに、4 組の作家を紹介。出品作家 : 鎌田友介、原美
樹子、守章、門馬美喜

園山晴巳《Sortie de couleur E》
1990 年 / リトグラフ /65.9×90.7cm

●ホームページで作品解説をご覧いただけます

今月は横浜市民ギャラリーで
「新・今日の作家展 2019 対話のあとさき」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 2019 〜
第 7 回 水彩連盟 神奈川支部展
9/24〜9/30
［3F］
［主催］水彩連盟 神奈川支部［内容］水彩連盟展を目
標にした神奈川支部展であり支部員の水彩画 60 点
第 51 回 神奈川現展
9/24〜9/30
［2F］
［主催］現代美術家協会 神奈川支部［内容］
「現代美
術」をテーマにした油彩、工芸、写真、立体。50 点

2020」
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 2019 年7 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 2019〜2020」に対応しています。

あ行
art gallery, on the wind
☎251-6937 A-③
ときいろ展
9/21〜29［休］月曜〜金曜［内容］女子美術大学日本画専
攻で学んだ三人の展覧会。海東祐子、梶浦奈緒子、吉田晴美
Art Gallery 山手
☎628-0267 A-④
西川克己個展
9/7〜16［休］無し［内容］油彩、水彩

西川克己／『月のきれいな夜に』
242x530mm/ アクリル・アキーラ

秋月展
9/20〜29［休］無し［内容］月をテーマにした絵画、クラ
フト展。白井光可、井上雅未花、田代幸正、堀悦子、瀧田さ
りな、中島誌緒、鈴木麻美
art Truth
☎263-8663 A-⑥
秋の夜長に観る夢は…展
8/24〜9/1［休］火曜［内容］そめやじゅん、中村彩果、松
本ジョゴ、sio. による秋をテーマにした絵画展
星奈緒個展
9/4〜9［休］無し［内容］パステル、人物
小松修個展
9/11〜16［休］無し［内容］水彩、海外風景
田川誠個展
9/18〜23［休］無し［内容］アクリルで描いたファンタ
ジックな絵画
鈴木ひろみ個展
9/25〜30
［休］
無し
［内容］
花や風景等。凹版凸版併用木版画
旭ギャラリー
☎955-3388 B-②
秀作絵画展
9/2〜23［休］無し［内容］五百住乙人、栗原一郎、蔡國華。
油彩、水彩、パステル
☎651-9037 A-⑨
ATELIER K・ART SPACE
高島芳幸展『用意されている絵画−視覚.関係.所有−』
9/14〜28［休］月曜［内容］ドローイングを主とした作品。
大小 15 点
1010 美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑩
菱田俊子個展「花は？」
9/14〜29［休］水曜［内容］シルクスクリーン、版画

か行
神奈川近代文学館
☎622-6666 A-⑮
企画展「
『わたしのワンピース』50 周年 西巻茅子展−子ど
ものように、子どもとともに」
7/20〜9/23
［休］
月曜
（9/16、23 は開館［内容］
)
1969 年
に刊行され、半世紀・親子三代にわたって愛されている西巻
茅子(にしまき・かやこ1939〜)の絵本『わたしのワンピー
ス』を中心に西巻の絵本の魅力を原画等をもとに紹介
特別展「中島敦展―魅せられた旅人の短い生涯」
9/28〜11/24
［休］
月曜（10/14、11/4は開館)
［内容］
今も
多くの人々に愛され、読み継がれている「山月記」
「光と風と
夢」
「李陵・司馬遷」等を遺した中島敦（1909〜1942）の生
誕110年を機に行う展覧会。中島の短くかつ起伏に富んだ人
生を「旅」と捉え、33年の生涯を振り返り、同時代の人びと
を惹きつけた珠玉の作品が今日見せる様々な広がりを紹介
神奈川県民ホールギャラリー ☎662-5901 A-⑯
第 55 回 神奈川県美術展
1 期展 ( 平面立体 )：9/4〜15、2 期展 ( 工芸・書・写真 ):
9/18〜29［休］無し［内容］毎年全国から多くの力
作が集まる神奈川県美術展。各部門の入賞・入選作
品による展覧会。審査員によるギャラリートーク、
中高生特別企画展あり

昨年の展覧会の様子

神奈川県立金沢文庫
☎701-9069 B-⑤
特別展「東京大学東洋文化研究所 × 金沢文庫 東洋学への
誘い」
7/20〜9/16［休］月曜 (9/16 は開館 ［
) 内容］アジア研究
の拠点である東京大学東洋文化研究所と金沢文庫が連携し
た特別展。同研究所が所蔵する漢籍や敦煌遺書等、金沢文
庫が管理する古書とともに公開
神奈川県立歴史博物館
☎201-0926 A-⑱
特別展「北からの開国−海がまもり、海がつないだ日本−」
7/13〜9/1［休］月曜［内容］この展覧会では、自然の要
害として機能していた海が異国と日本とをつなぐ路へと、
その役割が変容したことを踏まえつつ、アメリカに先立ち
北から開国を求めたロシアとの関係を浮き彫りにするとと
もに、
「鎖国」を維持するために構築された海防態勢を紹
介。開国史の新たな視点を提供
画廊 AKIRA-ISAO
☎264-4835 A-⑲
押田陽子個展
9/2〜11［休］無し［内容］水彩を中心とした抽象絵画
画廊 楽
☎681-7255 A-㉑
4ee
9/2〜8［休］無し［内容］油彩、アクリル、立体 ( 画廊楽Ⅰ)
食展
9/2〜8
［休］
無し
［内容］
油彩、水彩、アクリル、立体(画廊楽Ⅱ)
根岸嘉一郎個展
9/9〜15［休］無し［内容］水墨画 ( 画廊楽Ⅰ&Ⅱ)
猪爪彦一個展
9/16〜22［休］無し［内容］油彩、版画 ( 画廊楽Ⅰ)
楠大八郎個展
9/16〜22［休］無し［内容］アクリル ( 画廊楽Ⅱ)
日本画院神奈川支部展
9/23〜29［休］無し［内容］日本画 ( 画廊楽Ⅰ)
三井百恵個展
9/23〜29［休］無し［内容］イラスト ( 画廊楽Ⅱ)
騎虎の会展
9/30〜10/6［休］無し［内容］油彩、水彩、写真 ( 画廊楽Ⅰ)
轍展
9/30〜10/6
［休］
無し
［内容］
油彩、
水彩、
パステル(画廊楽Ⅱ)
Gallery ARK
☎681-6520 A-㉒
矢吹多歌子展
8/29〜9/7［休］日曜［内容］猫の立体作品と絵画
下重ななみ展
9/12〜21［休］日曜［内容］日本画
児玉慶多展
9/26〜10/5［休］日曜［内容］油彩
ギャラリー KAN
☎641-4751 A-㉔
色無き風に誘われて「秋の創作展」
9/24〜10/6［休］月曜［内容］古布、材料、和の細工物、
手編みのセーター、ベスト小物類約 500 点。裂き織のバッ
ク等手作りする 5 名による展覧会
ギャラリー伽羅
☎842-1428 B-⑪
手作りきゃら SHOP
9/3〜28［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
木村紀子 押し花展
9/21〜27［休］無し［内容］押し花作品。約 30 点
ギャラリー守玄齋
☎201-7118 A-㉖
第 29 回 日月書道会 役員選抜展
9/26〜10/1［休］無し
ギャラリーダダ
☎461-1533 C-②
横田緑蕭展
8/28〜9/3［休］無し［内容］水彩、油彩、顔彩
水沢春和水彩画展
9/4〜10［休］無し［内容］風景
竹内靖夫油絵小品展
9/4〜10［休］無し［内容］薔薇、静物画
小林清子作品展
9/11〜17［休］無し［内容］風景、油彩
10 人 10 色水彩画展
9/11〜17［休］無し
阿部ひろみ水彩画展
9/18〜24［休］無し［内容］風景
ホール史津子作品展
9/18〜24［休］無し［内容］油彩、水彩、パステル

渡邊道隆水彩風景画展
9/25〜10/1［休］無し［内容］横浜近郊の風景
ギャラリーぴお B1
☎681-5122 A-㉙
個展 髙橋充 水彩画展
9/5〜10［休］無し［内容］横浜を中心とした国内外の風
景。ペン、水彩による小作品 30 点

髙橋充 / 伊豆稲取漁港

大澤秀一 写真展
9/5〜10［休］無し［内容］世界六大大陸の旅を、南極を
中心にまとめた写真約 30 点
ネット神奈川かもめ 第 5 回 夢追いかけて絵手紙展
9/26〜10/1［休］無し
gallery fu
☎070-6429-8597 A-㉛
生越文明写真講座修了展 “横浜の光と影Ⅱ”
8/30〜9/1［休］無し［内容］gallery fu を会場として今
年 6 月にスタートした、写真家・生越文明の写真撮影講座
「背景力アップ｜モノクロ・ワークショップ」に参加した
受講者 7 名及び生越文明の作品展
Romancing Gigatechs「Where are we now?」
9/10〜22［休］月曜［内容］風景、体験、自分たちの姿等
を視覚化し、現代社会との関係性、世界に存在することと
はを問い、生き方を模索する。映像、写真

picnic

ギャラリーミロ
☎251-5229 A-㉜
かくかく展
8/26〜9/1［休］無し［内容］白日会神奈川支部会員によ
るグループ展。油彩等
広田稔展
9/2〜8［休］無し
瞬の会展
9/9〜15［休］無し［内容］岡田高弘先生の教室展。油彩、
水彩等
悠芽の会展
9/16〜22［休］無し［内容］岡田高弘先生の教室展。油彩、
水彩等
色波展
9/23〜29
［休］
無し
［内容］
横浜国大OGによるグループ展
ル ヴァン展
9/23〜29［休］無し［内容］香取玲子先生の教室展。油彩、
水彩、パステル等
ぶどうの会展
9/30〜10/6［休］無し［内容］田村敏子先生の教室展。油
彩等
ギャルリーパリ
☎664-3917 A-㉟
天津神算木の現象的色彩の研究
9/4〜14［休］日曜［内容］藤白尊氏による、研究発表とし
ての作品
ぎゃるりじん＆Chiyoʼ s
☎681-5900 A-㊱
ユニットフォー
9/3〜8［休］無し［内容］水彩
松田恵一
9/17〜22［休］無し［内容］アクリル
TAMATAMA
9/24〜29［休］無し［内容］水彩
ゴールデンギャラリー
☎201-7118 A-㊴
清水蒼洋かな書展
9/5〜9［休］無し
32 回 墨玄芸術展
9/12〜17［休］無し

27 回 静墨展
9/20〜24［休］無し
第 29 回 日月書道会 役員選抜展
9/26〜10/1［休］無し

さ行
そごう横浜店美術画廊
☎465-5506
青二会日本画展
8/27〜9/2［休］無し
田中清油絵展
8/27〜9/2［休］無し
重要無形文化財「沈金」保持者 人間国宝認定記念
漆芸 山岸一男展
9/3〜9［休］無し［内容］漆芸
西岡悠妃日本画展−纏うひと、土地の記憶−
9/3〜9［休］無し
田村能里子展−風のまほろば−
9/10〜16［休］無し［内容］洋画
白妙彩磁 庄村久喜展
9/17〜23［休］無し
ガレ、ドーム展
9/24〜30［休］無し［内容］アンティーク
楚里勇己展
9/24〜30［休］無し［内容］絵画

C-④

第 7 回 FEI PRINT AWARD 準大賞者展「梶谷令 −見守
ること、贈ること−」
9/17〜9/27［休］土 曜、日 曜、祝 日［内 容］
「第 7 回 FEI
PRINT AWARD」の準大賞者 梶谷令氏の個展。制作と学的
活動を精力的に続ける氏の深い思索に満ちた木版画を展示
FEI ART MUSEUM YOKOHAMA
☎411-5031 C-⑥
神の紙技−カミノシワザ−紙の神業
8/21〜9/4［休］月曜［内容］
「紙」を用いて作品を作り出
す作家たちがテーマの企画展。生活に欠かせない「紙」に
想像力を注ぎ込み、新たな生命を宿らせた作品を展示。出
品作家 : 足立篤志、石渡真紀、伊藤咲穂、遠藤良亮、下村優
介、鶴田美香子
第 8 回 FEI PRINT AWARD 入選作品展
9/17〜9/29［休］月曜［内容］本年で 8 回目となる応募
資格不問の版画公募展。ミニプリント部門と一般部門の二
部門を設置し、厳正な審査のもと選抜した入選作品の数々
を展示。様々な版画の魅力を堪能できる展覧会

た行
鶴見画廊
☎584-7208 B-㉒
野分展 ( 常設展 )
9/2〜7［休］無し［内容］日本画、油彩、版画
ウチダヨシエ展
9/13〜21［休］火曜［内容］版画、ドローイング他
東急百貨店たまプラーザ店 4 階アートサロン
☎903-2441 B-㉔
楯とおる 作品展
8/29〜9/4［休］無し［内容］青色を用いて時代や国を越
えて共通のものを表現、絵画
金丸悠児 作品展
9/5〜11［休］無し［内容］生き物や街を複雑なフォルム
をもって描く金丸悠児。大作や小品の展示
越畑喜代美 日本画展
9/12〜18［休］無し［内容］多摩美術大学にて堀文子の元
で日本画を学ぶ。静物、風景
小澤摩純 作品展
9/19〜25［休］無し［内容］メルヘンな世界を描く。グリー
ティング・カードや、お菓子のパッケージデザイン、陶磁
器のデザイン等多方面で活躍
ビュッフェ展
9/26〜10/2［休］無し［内容］黒い描線と抑制された色
彩によって戦後の不安感や虚無感を描出し、世界中の人々
の共感を呼んだビュッフェ（1928-1999) の展覧会

な行
仲通りギャラリー
☎211-1020 A-㊻
吉成浩昭展
8/26〜9/1［休］無し［内容］白日会神奈川支部仲通りギャ
ラリー賞受賞記念展。油彩、水彩
アトリエ 21 福島紀行展
9/2〜8［休］無し［内容］上田耕造、岡田高弘、広田稔によ
る油彩画展。主宰 = アトリエ 21
広田隆子 展
9/9〜14［休］無し［内容］水彩、50 点
まきさとれい 動物画展
9/23〜29［休］無し［内容］パステル、30 点

は行
万国橋ギャラリー
☎201-8103 A第 2 回 渡辺勇・風景スケッチ展 ( インドネシア・バリ島・
タイを描く )
9/24〜30［休］無し［内容］水彩
f.e.i art gallery
☎325-0081 C-⑤
第 7 回 FEI PRINT AWARD 準大賞者展「鈴木英里子 −
瞬きを刻む−」
9/4〜9/13［休］土 曜、日 曜、祝 日［内 容］
「第 7 回 FEI
PRINT AWARD」の準大賞者、鈴木英里子氏の個展。サバ
ンナに生息する鳥「ヘビクイワシ」をテーマにした水性木
版画を中心に展示

第 7 回 FEI PRINT AWARD 入選作品展大賞受賞作
京森康平／「WOMEN-A」／ジークレープリント、UV 塗料 /2018 年

ブラフ 18 番館
☎662-6318 Aフォト 03 会の写眞展
9/12〜17［休］無し［内容］グループの 2019 年度写眞展
有名人を描いた肖像画展 ( サインと写真つき )
9/19〜23［休］無し［内容］700人以上。近作、旧作を展示
第 15 回アートクラブオリオン絵画展
9/24〜29［休］無し［内容］油彩、水彩、パステル等

ま行
みつい画廊
☎261-3321（ハヤカワ画材店） A彩展
9/9〜15［休］無し［内容］水彩、色鉛筆等。約 50点の展示
第 12 回 水彩画 紀・彩・会展
9/16〜22［休］無し［内容］水彩、約 50 点の展示
みなとみらいギャラリー
☎682-2010 A第 3 回 NHK 学園 四季の写真展
8/28〜9/2［休］無し
パステル画展 畠中健二
9/3〜8［休］無し
第 8 回「薬物乱用防止キャンペーン」in 横濱 啓発ポスター
作品展
9/3〜8［休］無し［内容］薬物乱用防止の啓発ポスターの
応募作品のうちの優秀作品
中国優秀書画家訪日展
9/4〜9［休］無し［内容］水墨画を中心とした絵画
夢の配達人展 2019
9/10〜16［休］無し［内容］デジタル写真
第 20 回 煌々会日本画展
9/17〜23［休］無し
写真展 2019 たんぽぽ写友会
9/17〜23［休］無し［内容］写真
ituiro towa 展
9/19〜23［休］無し［内容］染織
シャドーボックス・こんなこいるかなの世界
9/24〜30［休］無し［内容］シャドーボックス作品
第 35 回かもめクラブ写真展
9/24〜30［休］無し
加藤千鶴子 絵画展
9/25〜30［休］無し［内容］油彩、アクリル

や行
山手 234 番館
☎625-9393
ラストガプス
8/30〜9/3［休］無し［内容］絵画
LIGHT 写真展
9/5〜9/10［休］無し

A-

Sen to Iro〜ペンスケッチ 6 人展
9/12〜17［休］無し［内容］絵画
カバンと写真の世界
9/19〜24［休］無し
アトリエ M「花逍遙」
9/26〜10/1［休］無し
山手 111 番館
☎623-2957 A旅の写真展
9/14〜16［休］無し［内容］海外を旅して撮り溜めた写真
の作品展
茉莉展−周平画室定期展覧会
9/26〜10/1［休］無し［内容］水彩、油彩、ワイヤ作品等
山の上ギャラリー
☎852-8855 B-㉘
煌めく吹きガラスの軌跡 特別企画 石井康治の世界
7/28〜9/16［休］月曜（祝日の場合は開廊）
［内容］日本
のガラスアートの先駆者としてガラス美術の発展を担いな
がら、常に新しい技術と表現力で人々を魅了した石井康
治。代表作「彩花文器」
「樹映」シリーズをはじめとした約
100 点を展示
横浜開港資料館
☎201-2100 A開港前後の横浜 村びとが見た 1858〜1860
7/20〜10/27
［休］
月曜 ( 祝日の場合は開館、翌火曜休館 )
［内容］
「地元の村に住んでいた村びとが開港前後の横浜をど
のように見たのか？」という架空の設定のもと、横浜開港
(1859年)前後の2年間(1858〜1860年)の横浜の移り変
わりを、浮世絵、地図、古文書等の貴重な歴史資料から紹介
横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場
☎771-1212 B-㉜
第 7 回 Kac 展
8/28〜9/3［休］無し［内容］油彩・水彩・水墨等。金沢区
美術協会運営スタッフ有志：大滝照平、池尾武美、池田実、
石黒幸子、伊東佳枝、片桐恵美子、北川龍夫、小林昭一、近
藤照子、神野聡、山口武夫、古屋英隆。協賛出品：羽佐間英
二、村上鐡一
第 26 回 磯子区書道クラブ会員展
9/11〜17［休］無し［内容］磯子区の書道愛好家による、
様々な分野の書作品の展示。
「和」をテーマにした小作品を
合作した屏風作品も展示
Photo Wave Ⅱ 合同個展「鎌倉を撮る」
9/18〜24［休］無し［内容］会員 6 名による鎌倉をテーマ
にした合同個展
第 18 回 YOKOHAMA「星団」写真展
9/25〜10/1
［休］無し［内容］羽鳥和子他10名による展示
横浜市神奈川区民文化センター かなっくホール
☎440-1211 B-㊱
第 11 回 写真展「窓」
9/24〜30［休］無し［内容］琴線に触れた一期一会の情景
を撮影
横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール
☎511-5711 B-㊴
サルビア写真展 2019
8/24〜9/1［休］無し［内容］公募作品を展示。テーマは「①
大好きなスポーツシーン」
、
「②神奈川から撮影した富士山」
第 29 回 豊彩会展
9/8〜14［休］無し［内容］佐々木豊先生と人物を描く仲
間、油彩を中心に 100 号以下の作品。出品者：高野美智子、
北村登喜雄、熊野春美
アルベールカミオと仲間たち展
9/15〜17
［休］
無し
［内容］
絵画。
出品者：アルベール神尾、
雨宮昇太、いりさわくみこ、神尾政志
第 12 回 写友アングル写真展
9/25〜10/1［休］無し［内容］自然の風景や草花等が主
体の写真を展示。出品者：田中重二、石川静雄、中島勲
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ
☎866-2501 B-㊶
しゃらく・レインボー 合同作品展
8/27〜9/2［休］無し［内容］風景や花、スナップ等の自
由作品 90 点展示
フォトサークル 151A・デジフォト風 合同写真展
9/3〜9［休］無し［内容］風景写真等
第 4 回 夢・想いの水彩画展
9/11〜16［休］無し［内容］保土ヶ谷区、港南区老人福祉
センターの水彩画教室生徒の展示
戸塚区美術協会 第 120 回 絵画展・地域交流特別絵画展
9/18〜23［休］無し［内容］会員及び戸塚区地域の絵画愛
好家による絵画公募展 約 130 点
第 14 回とつか美術会公募展
9/25〜30［休］無し［内容］公募展。日頃制作した作品を
展示

