横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール

☎511-5711 B-㊴
yuji の写真塾 第 3 回 写真展
10/30〜11/5［休］無し［内容］四季折々の横浜の風景を
中心に展示。出品者：大谷雄二、石井繁、斉藤吉之
横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-㊸
モザイク展 2019
10/2〜7［休］無し［内容］大理石やガラス・陶器等を用い
て製作した平面および立体の作品展示。約 70 点。主催 =
モザイク会議
あざみ野コンテンポラリー vol.10
しかくのなかのリアリティ
10/12~11/4［休］10/28［内容］美術という枠や社会的
評価にとらわれず、さまざまなジャンルの現在進行形の
アートを紹介するシリーズ展
横浜市吉野町市民プラザ
☎243-9261 B-㊺
年金横浜みなみ「いきいき文化展」
10/3〜6［休］無し［内容］年金者組合横浜みなみ支部組
合員による写真、書道、切り絵、ペン画、水彩、油彩、絵手紙、
折り紙細工、手作り小物、支部行事、サークル紹介等多彩
な文化芸術作品展
吉野町市民プラザ開館 30 年記念展｢吉野町いまむかし
1989/2019｣
10/9〜11/30［休］11/11［内容］開館 30 周年を記念す
る、開館当時と現在の吉野町を紹介する展示。桂歌丸師匠
のメモリアルコーナーあり
MOA 美術館 横浜市南区児童作品展
10/19〜20［休］無し［内容］南区児童を対象に作品を募
集。表現することで情操を養い、豊かな心、生きる力を育
てることを願い開催
横浜髙島屋美術画廊
☎311-5111 C-⑨
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
横浜髙島屋開店60周年記念 これまでとこれからの架け橋展
10/2〜8［休］無し
「水彩 自然を描く」出版記念 あべとしゆき 水彩画展
10/9〜15［休］無し
小堤寿美子 彫刻展 遥かな伝言
10/9〜15［休］無し
中村弘峰展
10/16〜22［休］無し［内容］人形
−桃山・李朝・高麗−内村慎太郎 陶展
10/16〜22［休］無し
山﨑鈴子展 花のかんばせ
10/23〜29［休］無し［内容］日本画

横浜市民ギャラリー展覧会情報

☎315-2828

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
横浜カメラクラブ（Y.C.C）写真展
10/1〜10/7
［3FA］
［主催］横浜カメラクラブ（Y.C.C）
［内容］会員 23 名によ
るそれぞれの想いをカラーモノクロで発表
伊藤信幸写真展『巷』
10/1〜10/7
［3FB］
［主催］伊藤信幸［内容］変貌を続ける都会の「巷」を主題
に 80 点の作品を展示
第 59 回アーネスト美術展
10/1〜10/7
［2F］
［主催］アーネストクラブ［内容］油彩、日本画、立体等 約
60 点を展示
第 12 回え塾展
10/8〜10/13
［3F］
［主催］横浜美術学院 / え塾［内容］絵画教室「え塾」によ
る、油彩、水彩、日本画など 200 点
2019 年第 30 回 神奈美会員展
10/8〜10/14
［2FA］
［主催］神奈川美術協会［内容］絵画、陶芸、染・織、創作人
形等、会員の日頃の創作作品を展示

岡義実−戦後 74 年の心象−展
10/30〜11/5［休］無し［内容］洋画
萩焼 新庄貞嗣 作陶展
10/30〜11/5［休］無し
横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A第 32 回 彩和会展
9/26〜10/1［休］無し［内容］主催 = 彩和会
グループ森 植物画展
10/3〜8［休］無し［内容］主催 = グループ森
第 29 回さわらび会水彩画展
10/10〜15［休］無し［内容］主催 = さわらび会
第 9 回イチイチ展（絵画展）
10/17〜22［休］無し［内容］主催 = イチイチ会
第 39 回 横浜能面展
10/24〜29［休］無し［内容］主催 = 面の会、代表 : 岩崎久人
横浜本牧絵画館
☎629-1150 B-㊼
生誕 90 年 岩田榮𠮷の足跡
10/19~1/20［休］火曜、年末年始
［内容］岩田榮𠮷の生誕 90 周年において、短いながら充実
した人生の全貌を紹介
横浜美術館
☎221-0300 A横浜美術館開館 30 周年記念 オランジュリー美術館コレク
ション ルノワールとパリに恋した 12 人の画家たち
9/21〜1/13［休］木 曜（12/26 は 開 館）
、12/28〜1/2
［内容］パリのセーヌ川岸に建つ、オレンジ温室を改修した
瀟洒な佇まいのオランジュリー美術館。画商ポール・ギ
ヨームが基礎を築いた同館所蔵の印象派とエコール・ド・
パリの作品群、ヨーロッパ屈指の絵画コレクションは、ル
ノワールの傑作《ピアノを弾く少女たち》をはじめ、マティ
ス、ピカソ、モディリアーニらによる名作が揃う。同館が
所蔵する 146 点の絵画群のうち 13 人の画家による約 70
点が、21 年ぶりにまとまって来日
横浜みなと博物館
☎221-0280 A柳原アートミュージアム特集展示「海を見ながら…」
8/27〜12/22［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。
船と酒を愛した柳原良平が描いた作品を展示
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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 Aモロアレザークラフト
9/30〜10/6［休］無し
アート シュウ絵画教室
10/7〜13［休］無し［内容］水彩、アクリル、色鉛筆
燦建会
10/14〜20［休］無し［内容］関東大学建築科 OB 展
上原収二展
10/28〜11/3［休］無し［内容］イギリス絵画

島田四郎《相模野富士》
1979 年／水彩、墨、紙／ 37.9×53.5cm

※会期・時間等は事前にご確認ください

横濱陶藝倶楽部『卓』
10/8〜10/14
［2FB］
［主催］横濱陶藝倶楽部［内容］30 名の会員がそれぞれの
「卓」を演出。出品数約 500 点
第 57 回 日書家展
10/16〜10/20
［全展示室］
［主催］日本書道家連盟［内容］書道作品、漢字、かな、近詩、
大字作品、400 点の展示
写真教室 Felice 生徒作品展 2019
10/23〜10/27
［3FA］
［主催］写真教室 Felice［内容］写真作品約 100 点と各自
のテーマをまとめたポートフォリオ
神奈川県水墨画美術展
10/23〜10/28
［1F/2F/3FB］
［主催］神奈川県水墨画美術協会［内容］水墨画、中心に幅
広く又矢形先生による水墨画の席画あり
第 31 回 雨聲会 横浜書展
10/23〜10/28
［B1F］
［主催］雨聲会 横浜支部［内容］子供の半紙作品や、淡墨
を中心とした一般の書道作品を展示
第 75 回ハマ展
10/30〜11/11
［全展示室］
［主催］横浜美術協会［内容］第 75 回記念ハマ展の開催。
会員、会友、一般募集者の入選作品を展示

●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の
「新・今日の作家展 2019 対話のあとさき」
は、10 月 12 日まで開催
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 〜
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8 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
アジアの華展 2019
10/5〜20［休］月曜〜金曜［内容］女子美術大学のアジア
からの留学生によるエネルギー溢れる展覧会。主催 = 女子
美術大学国際センター
Art Gallery 山手
☎628-0267 A-④
山中翔之郎個展 パステルの中の動物たち
10/9〜15［休］無し［内容］小動物をパステル、ペン、擦
筆画で描いた作品展
勝見ケイ個展「バック トゥ ザ フューチャー」
「現在 過去
未来」展
10/17〜22
［休］無し
［内容］
1980 年代〜2000 年代まで
様々な技法で制作。油彩、アクリル、コラージュ、油性ペン等
Scenes on the underside of Memory 落合みづほ個展
10/24〜29［休］無し［内容］心象風景、油彩
art Truth
☎263-8663 A-⑥
しょうじあや個展 10/2〜7［休］無し［内容］ペン、水彩等
なにげない情景・写真展 10/9〜14［休］無し
版より紡ぎ出される物語展 10/16〜21
［休］
無し
［内容］
版画
塚本元個展
10/23〜28［休］無し［内容］鉛筆、水彩、スケッチ風景
☎651-9037 A-⑨
ATELIER K・ART SPACE
中谷欣也展−in.0ut−内なる表皮−
10/5〜17［休］月曜［内容］平面、半立体、大小計 15 点
勝又豊子展−道−
10/19〜11/3［休］月曜［内容］ビデオ、平面 6 点
1010 美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑩
松井寛泰個展 10/5〜16［休］水曜［内容］写真、古典技法
川越ゆりえ 10/26〜11/10［休］水曜［内容］立体、平面
岩崎ミュージアム・ギャラリー ☎623-2111 A-⑪
スケッチ 40％展 15th
10/2〜14［休］10/7［内容］文房堂アートスクール・齋
藤眞紀先生クラス受講生有志によるスケッチ会の、今年で
15 回目を迎えるグループ展
長谷川桑知子展〈戯画と現実の間〉
10/17〜11/4［休］10/21、28［内容］擬人化や物語性
の手法を用いて表現する作家による個展
MZarts
☎315-2121 A-⑫
水脇理恵展−地球、海とかいじゅう
9/20〜11/4［休］月曜、火曜、水曜［内容］絵を描き始め
て 4 年の作家の創造性あふれる絵画

水脇理恵／「かいじゅう」／ F6/2018 年

か行
神奈川近代文学館
☎622-6666 A-⑮
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。
神奈川県立金沢文庫
☎701-9069 B-⑤
特別展「聖徳太子信仰−鎌倉仏教の基層と尾道浄土
寺の名宝−」
9/21〜11/17
［休］
月曜（祝日は開館、翌火曜休館）
、
10/23
［内容］本展では尾道浄土寺の文化財を中心に出展し、国宝
「称名寺聖教」中の聖徳太子信仰に関する資料も合わせ、中
世の宗教世界の基層をなした律宗と聖徳太子信仰を読み解
いていく
カフェ・ギャラリーリンデン ☎532-5288 B-⑦
写真家安森智子のポルトガル写真展「奇跡の風景を巡る
旅」より
10/9〜20［休］10/15、16［内容］ポルトガルの独創的
な風景を訪ねた写真展。14 日 15 時から津森久美子とギタ
リストによるファドライブあり

陶芸家谷口ひとみ & 切り絵師雅人の 2 人展
10/23〜11/3［休］10/28、29［内容］自然の欠片 part2
作品と植物や金魚の切り絵のコラボ展
☎264-4835 A-⑲
画廊 AKIRA-ISAO
松浦安弘個展
10/10〜19［休］無し［内容］新制作協会の重鎮の数年振
りの個展。油彩
画廊 楽
☎681-7255 A-㉑
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）
Ryuzu の会
10/7〜13［休］無し［内容］油彩、水彩（画廊楽Ⅰ）
アズビル・ヤマタケアート展
10/7〜13［休］無し［内容］油彩、水彩（画廊楽Ⅱ）
アトリエ・コパン展
10/14〜20［休］無し［内容］油彩、水彩（画廊楽Ⅰ）
創樹会 10/14〜20［休］無し［内容］日本画（画廊楽Ⅱ）
マルシュ展
10/21〜27［休］無し［内容］油彩、水彩（画廊楽Ⅰ）
青木道夫個展
10/27〜11/3［休］無し［内容］油彩（画廊楽Ⅰ）
絵彩の会展
10/27〜11/3［休］無し［内容］油彩、水彩（画廊楽Ⅱ）
Gallery ARK
☎681-6520 A-㉒
児玉慶多展
9/26〜10/5［休］日曜［内容］油彩
山本有彩展
10/10〜19［休］日曜［内容］日本画
アウラ展
10/24〜11/2［休］日曜［内容］油彩他
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
布あそび「着物をリメイクした洋服展」
10/15〜20［休］無し［内容］ベスト、チュニック、ブラウ
ス、コート、スカート、バック他約 200 点。7 名による着物
をリメイクした洋服の展示
甦える古布「田中みち子展」
10/29〜11/1［休］無し［内容］バック、小物等約 100 点。
泥大島紬の着物を洋服にリメイク
ギャラリー伽羅
☎842-1428 B-⑪
手作りきゃら SHOP
10/1〜18、10/29〜11/2［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
アトリエ優 クレイアート作品展
10/22〜27［休］無し［内容］額、立体人形、小物等約 30
点。浜沼優子代表と長年にわたり制作をともに楽しんでき
た仲間との作品展
ギャラリーこやま
☎545-1105 B-⑫
椋の会展
10/11〜17［休］無し［内容］絵画、木版画、陶等
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
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
勝美代子とアトリエ・マルシェの仲間達 30 周年展
10/2〜8［休］無し［内容］押し花、レカンフラワー、グラ
スアート等
イマノマサコ水彩画展
10/9〜15［休］無し［内容］花、器物、ヨーロッパ風景等、
水彩
人形（ビスクドール）展
10/10〜15［休］無し［内容］ビスクドール教室の発表会
札場英子の美術展
10/16〜22［休］無し［内容］森羅万象をシュルレアリス
ムで表現
スルジェ＋SELECT 展
10/23〜29［休］無し［内容］人生の収穫期を表現。ガラ
ス絵他

牧野瑠璃子パステル画教室展
10/23〜29［休］無し［内容］花や風景、パステル画を学
ぶ仲間 13 人の作品
ギャラリーぴお B1
☎681-5122 A-㉙
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
水彩画教室 第 12 回パレット会展
10/17〜22［休］無し［内容］約 135 点。スケッチ教室と
フラワー教室（透明水彩）の合同展覧会
第 32 回 横浜淡彩画友の会展
10/24〜29［休］無し［内容］線とフォルムを活かした水
彩による淡彩画。横浜の風景を中心に
第 33 回 港の作家小品展（絵画）
10/31〜11/5［休］無し［内容］
「横浜」という共通の繋
がりで集う作家達による小品展
gallery fu
☎070-6429-8597 A-㉛
和田守弘ドローイング展
10/1〜13［休］月曜［内容］2007 年に急逝した和田守弘
のドローイング 6 点を展示
荒井郁美「oil on canvas」
10/22〜11/3［休］月曜［内容］2019 年制作の絵画約 6
点、油彩
ギャラリーミロ
☎251-5229 A-㉜
ぶどう展
9/30〜10/6［休］無し［内容］田村敏子先生の教室展。油
彩等
広田稔教室展
10/7〜13［休］無し［内容］広田稔先生の教室展。油彩、
水彩等
エクリュ
10/14〜20［休］無し［内容］油彩、水彩、ちぎり絵等のグ
ループ展
富田慶三郎展 10/21〜27［休］無し［内容］水彩、陶芸等
風響会日本画展
10/28〜11/3［休］無し［内容］第 38 回を迎える日本画
のグループ展
ギャラリー Lei OHANA
☎941-6169 B-⑭
〜太田美幸とこどもたち〜
10/25〜27［休］無し［内容］デッサン、油彩、水彩、パス
テル、日本画、粘土、切り絵、絵本等
冬が来る前にあたたかな木版画展 Vol. V
10/31〜11/3［休］無し［内容］木版画、パステル画
ギャルリーパリ
☎664-3917 A-㉟
北嶋三智子個展
10/1〜9［休］無し［内容］絵画、立体
小枝真紀個展 APES
10/10〜16［休］日曜［内容］絶滅危惧種である APES を
描いた絵画。平面、立体

さ行
三溪園
☎621-0635
フォトコンテスト入賞作品展
10/5〜12/11［休］無し
菊花展
10/26〜11/24［休］無し
障害者スポーツ文化センター横浜ラポール

B-⑰

☎475-2001 B-⑳
横浜ラポール芸術市場 ラポール美術展
10/21〜27［休］無し［内容］障がいのある方の日頃の美
術活動の成果を披露する場として 26 年目を迎える美術
展。書、絵画、写真、立体等
シルク博物館
☎641-0841 A-㊹
横浜・生糸ものがたりⅡ 開館 60 周年記念「白き糸の調べ
−かながわの製糸・撚糸−」
10/12〜11/17［休］10/15、21、28、11/5、11［内容］
「横
浜・生糸ものがたり」シリーズ第二弾。今回は明治 20 年代
以降各地に器械製糸工場が設立された神奈川県の「製糸・
撚糸」の歴史を取り上げる
そごう横浜店美術画廊
☎465-5506 C-④
小暮真望版画展 10/1〜7［休］無し
森公男 作陶展 10/1〜7［休］無し
近代工芸逸品展 10/8〜14［休］無し［内容］陶芸等
近代洋画の歩み展 10/8〜14［休］無し
有田陶芸協会展 10/15〜21［休］無し
岡田眞治日本画展 10/22〜28［休］無し
高瀬誠洋画展 10/22〜28［休］無し
ヨーロッパアンティーク 名窯品展 10/29〜11/4［休］無し
伊藤直油絵展 10/29〜11/4［休］無し

た行
鶴見画廊
☎584-7208 B-㉒
鈴木遊展−自然と共に−
10/2〜10/7［休］無し［内容］油彩、スケッチ等
天野勝美展
10/23〜28［休］無し［内容］洋画
東急百貨店たまプラーザ店 4 階アートサロン
☎903-2441 B-㉔
ベルナール・ビュッフェ版画展
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
分部佳英 油絵展
10/3〜9［休］無し［内容］ヨーロッパの街並み等を、夢、
希望、安らぎをテーマに描く

分部佳英／「レマン湖のほとり」／ F4
小枝真紀／「APESⅡ」

大橋孝子個展 10/17〜23［休］日曜［内容］平面
永野のり子個展 10/24〜31［休］日曜［内容］平面
ぎゃるりじん＆Chiyoʼ s
☎681-5900 A-㊱
吉田信子
10/1〜6［休］無し［内容］油彩
高本清恵 石と糸そして人を結ぶマクラメ装身具の世界
10/8〜13［休］無し［内容］マクラメアート
金澤裕子
10/15〜20［休］無し［内容］平面
スコーピオンズ
10/22〜27［休］無し［内容］アクリル、水彩
ゴールデンギャラリー
☎201-7118 A-㊴
第 29 回 日月書道会 役員選抜展
9/26〜10/1［休］無し
黄金町エリアマネジメントセンター
☎261-5467 A-㊵
黄金町バザール 2019−ニュー・メナジェリー
9/20〜11/4［休］月曜（祝日の場合は開館、翌火曜休館）
［内容］今年で 12 回目となる初黄・日ノ出町エリアを舞台
に開催されるアートフェスティバル。国内外 15 組のアー
ティストが滞在制作した作品展示の他、ガイドツアーやワー
クショップ、トーク、マルシェ等、様々なイベントを展開

生田宏司 銅版画展
10/10〜16
［休］
無し
［内容］
日本を代表するメゾチント技
法による銅版画家の展覧会。ふくろう、猫、花の作品が人気
平山郁夫 版画展
10/17〜23［休］無し［内容］広島での被爆体験から導か
れた平和への切実な祈りを、シルクロードをテーマに描い
た平山郁夫。版画作品を中心に展示販売
久木朋子 木版画展
10/24〜30［休］無し［内容］伝統的な手摺りによる、多
色刷木版画の鮮やかで暖かな作品約 30 点を展示販売
第 14 回 宏二郎 絵画展
10/31〜11/6［休］無し［内容］光や影等、絶え間なくゆ
らぎながらただ静かにそこにあるもの、あるいはゆらぎそ
のものを捉える作家の個展

な行
仲通りギャラリー
☎211-1020 A-㊻
垣見久子展
9/30〜10/5［休］無し［内容］油彩、ミクストメディア
レ・コパン展
10/7〜12
［休］無し
［内容］
上田慶之助、
落田実、
熊谷昌弘、
宮本界平による油彩展

佐藤美紀子展
10/14〜19［休］無し［内容］ミクストメディア、25 点
第 4 回アトリエみずの絵展
10/21〜26
［休］
無し
［内容］
公募かながわ水彩ビエンナー
レ展にむけての小品展
二人展
10/28〜11/2［休］無し［内容］森川茂美、吉田利夫によ
る油彩、水彩展
爾麗美術
☎222-4018 A-㊾
小島素子 水彩個展
9/28〜10/14［休］水曜［内容］画歴 50 年の集大成
2019 三人展
10/19〜27［休］無し［内容］南校 OB。阿部照夫、米山
厚子、能登茂行

は行
f.e.i art gallery
☎325-0081 C-⑤
民画 Sim-You-Ha 展
10/7〜18［休］土曜、日曜、祝日［内容］韓国にて民画の
指導にあたる Sim-You-Ha 氏の民画作品を展示
もふもふの ふ
10/28〜11/8［休］土曜、日曜、祝日［内容］フェルト雑
貨等、思わず頬をすり寄せたくなる作品を展示。出品作家：
青木まめ、秋園圭一、柏葉子、三枝良子、中川彩香
FEI ART MUSEUM YOKOHAMA
☎411-5031 C-⑥
「美術が息づく−その家」展
10/1〜12［休］月曜［内容］優れた韓国文化を紹介する、
韓国国際文化交流振興院の「2019 トラベリングコリアン
アーツ」事業の一環として、ソウルの OCI 美術館で企画し
た展示の巡回展。朝鮮白磁と民画から、若手作家の新作ま
で。韓国美術の様々な姿を 8 人の作家と古美術品で見せる

李宇城／「ぐるぐる回って元の場所へ」
布の上に水性ペイント、ガッシュ／ 210×210cm/2015 年

「
（財）神山財団芸術支援プログラム 第 5 回 卒業成果展」
10/17〜26［休］月曜［内容］神山財団芸術支援プログラ
ム奨学生のうち、2019 年 3 月の各美術大学大学院卒業生
による卒業成果展
第 45 回 翠嵐会美術展
10/29〜11/3［休］月曜［内容］神奈川県立横浜翠嵐高校
同窓生と現役在校生による美術展。油彩、彫刻、写真や工
芸等約 80 名による多彩な作品を展示
ブラフ 18 番館
☎662-6318 Aワイヤーアート展 2019
10/4〜6［休］無し［内容］100 回記念作品展
線がのたくって 10/11〜15［休］無し［内容］イラスト
木象嵌を愉しむ
10/18〜20［休］無し［内容］花木や風景等を木で絵画の
様に表現

ま行
みつい画廊
☎261-3321（ハヤカワ画材店） A第 37 回モーヴ展
10/14〜20［休］無し［内容］油彩、約 45 点
YSK 絵画同好会絵画展
10/21〜27［休］無し［内容］油彩、水彩等約 45 点
荒井令子展
10/28〜11/3［休］無し［内容］油彩、水彩約 25 点
みなとみらいギャラリー
☎682-2010 A第 7 回 丸太小屋の会 パッチワーク作品展
10/2〜6［休］無し
第 15 回 知遊会展 10/8〜14［休］無し［内容］油彩、水彩
金沢フォトクラブ写真展 10/8〜14［休］無し
第 2 回ピッコロ・ラボ絵画展 10/9〜14［休］無し
第 41 回 静翔書展 10/16〜20［休］無し
M -TWO Photo スクール写真展 時分の華−世阿弥の花
伝書より−
10/22〜28［休］無し
「吉田泰巳とその仲間たち」のいけ花展
10/23〜27［休］無し

2019 サロンデザール横浜展
10/23〜28［休］無し［内容］絵画
ハワイアンキルト作品展
10/30〜11/3［休］無し

や行
山手 234 番館
☎625-9393 Aアトリエ M「花逍遙」
9/26〜10/1［休］無し
第 9 回 童画展
10/3〜8［休］無し
高宮水彩画教室展
10/17〜22［休］無し
虹彩会水彩画展
10/24〜29［休］無し
山田早映子水彩画展〜秋・冬・子 < ねずみ >〜
10/31〜11/5［休］無し
山手 111 番館
☎623-2957 A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
森のウェディング
10/3〜8［休］無し［内容］木の実で作るブーケ等
渡邊萠創作人形教室展
10/10〜15［休］無し
メッシュクラフト作品展（華）
10/17〜22［休］無し
USAUSA WORLD BEYOND あべあやこイラスト展
10/24〜29［休］無し［内容］イラスト原画、色鉛筆
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、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 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
横浜フォトネイチャー写真展 2019
10/1〜7［休］無し［内容］四季折々の花や風景の写真 45
点展示
第 15 回「コバルト会展」市立神奈川中学 OB・OG 美術愛
好者 G
10/8〜14［休］無し［内容］
「絵にうまい、へた、はない」
との恩師木島悟先生の元、各人が自由に表現
瓢蟲社同人・昔姫三人展 第 5 回 昔姫展・最終回
10/15〜20［休］無し［内容］2015 年より続く三人展の
最終回。三人三様の作品
第 12 回 Y・MAC 展（洋画作品展）
10/22〜28［休］無し［内容］朝日カルチャーセンター横浜
「三ッ山教室」メンバーによる、年1回開催のグループ展
フォトクラブ きらら 第 3 回 写真展 花 想いをこめて
10/29〜11/4［休］無し［内容］花を中心に、各自が心惹
かれ撮影した作品を展示
横浜市港南区民文化センター ひまわりの郷
☎848-0800 B-㊲
あとりえ空（くう）作品展
9/27〜10/2［休］無し［内容］小学生、中学生、高校生の
絵画や立体作品等展示。水彩、日本画、コラージュ他
横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール
☎511-5711 B-㊴
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
第 14 回「ぐるーぷ遊画」水彩画展
10/2〜8［休］無し［内容］横浜市内を主に描いた風景画
や静物画。出品者：海老名輝久、澤野達郎、久島慶子 B-㊴
彩の会展
10/9〜15［休］無し［内容］藤野健二先生と末吉地区セン
ターに集まった仲間達の展示。水彩。出品者：友田美幸、山
田和枝、山崎和子
花の集い
10/20［休］無し［内容］" 特別な日 " というテーマの下、各
自がイメージしたものを活けて展示。出品者：勝浦綾子、
鈴木澄子、櫻井美奈子

