横浜市港南区民文化センター ひまわりの郷

☎848-0800 B-㊲
第 36 回港南 ART 展
10/31〜11/6［休］無し［内容］港南区民を主とし
た小中学生を含む一般公募、200 点以上
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
第 8 回 潮田地区センター絵画サークル展
11/13〜19［休］無し［内容］自由に描いた風景、静
物。出品者：水上純子、菅原道子、上田凱子
第 9 回 若水書展
11/28〜12/3［休］無し［内容］グループ7人の漢字、
近代詩、篆刻、木額等。出品者：島崎鳳涛、今浚象、堀
内玄鷺他
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ
☎866-2501 B-㊶
戸塚 星野 富弘 花の詩画展
10/24〜11/3［休］無し［内容］やさしさあふれる
星野富弘の詩画の世界
横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-㊸
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］無し［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
青葉区民芸術祭 作品展
前期：11/8〜13、後期：11/15〜20［休］無し［内容］
青葉区で活動する方の作品展示と茶席の開催。前期：
約220点、絵画、文芸、書道等。後期：約250点、華道、
美術工芸、写真
第 52 回 公募竹青社書展
11/26〜12/1［休］無し［内容］書文化への貢献と
会員の研鑽の成果を発表、約 230 点
横浜市吉野町市民プラザ
☎243-9261 B-㊺
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
いきがいとふれあいの第 17 回フォト喜楽展
11/5〜11/10［休］無し
彩優会水彩画展
11/13〜17［休］無し［内容］今年で 10 回目の展示、
水彩 65 点
ドリプロフェスタ 2019 作品展
11/22〜25［休］無し［内容］知的ハンディのある若
者たちの作品展。絵画や書、写真等
横浜髙島屋美術画廊
☎311-5111 C-⑨
−戦後 74 年の心象−岡義実展
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

横浜市民ギャラリー展覧会情報

☎315-2828

第 75 回記念ハマ展
（裏面に広告あり）
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、一般応募者の入選作品を展示
やまゆり会和紙ちぎり絵作品展
11/12〜11/17
［1F］
［主催］山ゆり会［内容］和紙を手でちぎって作品を
つくります。染の美しさで表現
フォトサークル B&W 第 21 回グループ展
11/13〜11/17
［B1F］
［主催］フォトサークル B&W
［内容］共通課題「駅」と自由作品のモノクロ写真展

作陶 50 周年 杉本 玄覚貞光 侘び寂展
11/6〜12［休］無し［内容］陶芸
刻の時間 / 彫の記憶−5 人の木彫表現−
11/6〜12［休］無し
手のひらの小宇宙 現代根付展
11/13〜19［休］無し
浅野忠展−季節の風−
11/13〜19［休］無し［内容］日本画
画業 50 年 美しい驚き 泉谷淑夫展
11/20〜26［休］無し［内容］洋画
佐籐典克・泉さやか展
11/20〜26［休］無し［内容］陶芸
奥谷太一展
11/27〜12/3［休］無し［内容］洋画
留守玲・市岡真治展
11/27〜12/3［休］無し
横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A神奈川風景水彩画 第 31 回 二翠会展
10/31〜11/5［休］無し［内容］主催 = 二翠会
第 19 回 日本ペン彩画会展
11/7〜12［休］無し［内容］主催 = 日本ペン彩画会
第 37 回 川村造形美術 2019 展
11/14〜19［休］無し［内容］主催 = 川村造形美術研
究所
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ランジュリー
美術館より、画商ポール・ギョームが基礎を築いた
同館のヨーロッパ屈指の絵画コレクションから、ル
ノワールの傑作《ピアノを弾く少女たち》をはじめ
とした、13 人の画家による約 70 点が 21 年ぶりに
来日
横浜みなと博物館
☎221-0280 A柳原良平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

西村建子《キリンといっしょ》
1988 年／カラー・プリント／ 36.6×54.4cm

リーブギャラリー
☎253-7805 A上原収二展
10/28〜11/3［休］無し［内容］イギリス絵画
葉山倶楽部展
11/4〜10［休］無し［内容］油彩、水彩
桜雅会・のばらの会
11/11〜17［休］無し［内容］新日本画
小澤淳展
11/25〜12/1［休］無し［内容］水彩

●ホームページで作品解説をご覧いただけます

深まりゆく秋の景色と共に、

※会期・時間等は事前にご確認ください

第 50 回 公募 文化書道神奈川連合会 書道展
11/14〜11/17
［3F］
［主催］文化書道神奈川連合会
［内容］県内の一般公募及び会員、学童による書道展、
約 200 点
第 75 回 記念選抜（現展 100 人展）
11/20〜11/25
［全展示室］
［主催］現代美術家協会（現展）
［内容］
「現展 100 人展」油彩、写真、工芸、版画、立体、
約 130 点
第 59 回 神奈川県女流美術家協会展
11/27〜12/2
［全展示室］
［主催］神奈川県女流美術家協会［内容］県内の美術
を志す女性の公募展で美術の普及地域文化の向上に
寄与

め ぐ り

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9 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

デザイン：ふじたおさむ

ホームページでも情報公開!

・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 山手
☎628-0267 A-④
小さな世界展 CD ケースを使って
11/1〜10［休］無し［内容］CD ケースを額に見立て
た作品展。絵画、アクセサリー、日本刺繍、写真等
足助久美子 個展
11/14〜19［休］無し［内容］水彩
イレブンガールズ アートセレクト展 in YOKOHAMA
11/21〜12/1［休］無し［内容］井上雅未花（テンペ
ラ）
、長沼慧（雲母壁面）
、松尾彩加（油彩）
、渡辺由起
（日本画）
ATELIER K・ART SPACE
☎651-9037 A-⑨
勝又豊子展−道−
10/19〜11/3［休］月曜［内容］ビデオ、平面 6 点
達和子展−LIFE
11/9〜30［休］月曜［内容］平面、パネルにアクリル、
ミクストメディア、紙にドローイング、リトグラフ
等。大小 26 点
1010 美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑩
川越ゆりえ
10/26〜11/10［休］水曜［内容］立体、平面
清野耕一
11/16〜12/1［休］水曜［内容］版による立体他
岩崎ミュージアム・ギャラリー ☎623-2111 A-⑪
長谷川桑知子展〈戯画と現実の間〉
10/17〜11/4［休］無し［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

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（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
神奈川県民ホールギャラリー ☎662-5901 A-⑯
やなぎみわ展 神話機械
10/20〜12/1［休］木曜［内容］やなぎみわの 10 年
ぶりの大規模個展。これまでの代表作から、神話を
テーマに制作された初公開の新作まで一挙公開。パ
フォーマンス、トークイベントなど有り

「女神と男神が桃の木の下で別れる：川中島（部分）
」

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）
［内容］尾道浄土寺の文化財を中心に、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
神奈川県立歴史博物館
☎201-0926 A-⑱
特別展「時宗二祖上人七百年御遠忌記念 真教と時宗」
10/5〜11/10［休］月曜（11/4 は開館）
［内容］真教
が歿して 700 年の御遠忌にあたる年を記念して、真
教や東国にゆかりの名品を一堂に会し、二祖真教の
実蹟と時宗の文化財を紹介
カフェ・ギャラリーリンデン ☎532-5288 B-⑦
陶芸家谷口ひとみ & 切り絵師雅人の 2 人展
10/23〜11/3［休］無 し［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
椎名寛個展「森の響き」
11/5〜14［休］月曜［内容］アクリル、高知の暮らし
と自然を描く作家の個展

小林大介個展
11/17〜24［休］無し［内容］日象展で新人奨励賞に
選ばれた動物イラストを中心に、新作も展示
画廊 楽
☎681-7255 A-㉑
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）
多摩美 ALTE
11/4〜10［休］無し［内容］油彩、水彩、日本画、版画
（画廊楽Ⅰ）
金子勝個展 11/4〜10［休］無し［内容］水彩（画廊楽Ⅱ）
斎藤昇個展
11/11〜17［休］無し［内容］油彩、水彩、鉛筆（画廊楽Ⅰ）
塊の会
11/11〜17［休］無し［内容］油彩、水彩（画廊楽Ⅱ）
須藤愛子個展
11/18〜24［休］無し［内容］油彩（画廊楽Ⅰ）
木曜会展
11/18〜24［休］無し［内容］油彩、水彩（画廊楽Ⅱ）
独立選抜展 冬の陣
11/25〜12/1［休］無し［内容］油彩（画廊楽Ⅰ&Ⅱ）
Gallery ARK
☎681-6520 A-㉒
アウラ展
10/24〜11/2［休］日曜［内容］油彩他
山本冬彦推薦作家による CD ジャケットアート展
11/7〜16［休］日曜［内容］油彩他
アルマ展
11/21〜30［休］日曜［内容］油彩他
ギャラリー KAN
☎641-4751 A-㉔
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
第 49 回 錦鳳会 佐賀錦展示会
11/22〜24［休］無し［内容］額、バック、小物類他
約 70 点
第 1 回ハマブン芸術祭
11/27〜12/1［休］無し［内容］絵画、書道、写真、詩
歌、詩画、工芸、陶芸、木版画、革細工、手工芸品
ギャラリー伽羅
☎842-1428 B-⑪
手作りきゃら SHOP
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
ギャラリーこやま
☎545-1105 B-⑫
趣味の手づくり 3 人展
11/21〜27［休］無し［内容］パッチワーク、編み物、
山の幸染。黒木美和子、柴田和子、山本百合恵
ギャラリーダダ
☎461-1533 C-②
伊澤英一郎、紀子展
10/30〜11/5［休］無し［内容］色鉛筆（英一郎）と
写真（紀子）展
鈴木寿美子水彩画展
10/30〜11/5［休］無し［内容］花、四季折々の風景
石川亜紀板絵創作展
11/6〜12［休］無し［内容］人物画、四季折々の風景
平林靖敏水彩画展
11/6〜12［休］無し［内容］横浜、神奈川の四季折々
第 5 回ビネット淡彩画展
11/13〜19［休］無し［内容］透明水彩、余白を大切に
保坂匡哉作品展 11/13〜19［休］無し［内容］油彩
加藤みほ水彩画展
11/20〜26［休］無し［内容］花、果物、四季折々の
風景
「旅の輪郭」油彩画展
11/20〜26［休］無し［内容］パリを中心とした風景
高橋雅美、高橋良幸 水彩画展
11/27〜12/3［休］無し［内容］２回目の水彩画二
人展。風景
森川信子展
11/27〜12/3［休］無し［内容］仏菩薩像、墨と和紙
を中心に
ギャラリーぴお B1
☎681-5122 A-㉙
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

一砂会 第 48 回 秋の横浜小品盆栽展
11/8〜10［休］無し［内容］半世紀以上続く、横浜を
中心とした小品盆栽愛好者の集まりによる展示
第 16 回 自由スケッチ会展
11/14〜19［休］無し［内容］県内でのスケッチ会で
描いた水彩、油彩約 60 点
鈴木知子水彩画展（100 枚の絵）
11/28〜12/3［休］無し［内容］英国紀行、日本の四
季、水彩大作の三つに分け 100 点展示
gallery fu
☎070-6429-8597 A-㉛
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
のまひろこ個展「猫が一緒にいるだけで」
11/7〜10［休］無し［内容］猫の力を感じられる作品
佐藤信宏写真展「水面下の流転」
11/26〜12/1［休］無し［内容］水辺の風景、モノク
ロフィルム作品 12 点
ギャラリーミロ
☎251-5229 A-㉜
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
山水会日本画展
11/4〜10［休］無し［内容］第 17 回を迎える日本画
のグループ展。山中本士先生指導
GREEN PEPPER 展
11/11〜17［休］無し［内容］油彩、水彩等
ミマス絵画展
11/18〜24［休］無し［内容］第 38 回を迎える絵画
展。油彩、水彩等
漆と書の三人展
11/25〜12/1［休］無し［内容］林保美（漆工芸）
、花
塚一郎（漆工芸）
、花塚妙子（書）
ギャラリー Lei OHANA
☎941-6169 B-⑭
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
長谷川淑子 個展
11/4〜9［休］無し［内容］七宝、テキスタイル等
常設展 草間彌生、菅木志雄など
11/11〜23［休］無し（※要予約）
生方純一 個展
11/26〜12/7［休］日曜［内容］絵画

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］11/5、11［内 容］
「横 浜・生 糸
ものがたり」シリーズ第二弾。今回は神奈川県の「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
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
井口由多可油絵展 11/5〜11［休］無し
2019 Winter Antique Jewelry Collection
11/5〜11［休］無し
森下一夫油絵展 11/12〜18［休］無し
磯部晶子油絵展 11/12〜18［休］無し
空の会 −小柳景義・小宮絵莉・平良志季−
11/19〜25［休］無し［内容］日本画
今井完眞 陶展 11/19〜25［休］無し
アルフォンス・ミュシャ展
11/26〜12/2［休］無し［内容］版画
生誕 110 周年 浜口陽三展
11/26〜12/2［休］無し［内容］版画

た行
鶴見画廊
☎584-7208 B-㉒
版の試み
11/3〜10［休］無し［内容］版画グループ展
石井行展
11/15〜21［休］無し［内容］アクリル、約 30 点
7 人展
11/27〜12/3［休］無し［内容］7 人の作家によるグ
ループ展
東急百貨店たまプラーザ店 4 階アートサロン
☎903-2441 B-㉔
第 14 回 宏二郎絵画展
10/31〜11/6［休］無し［内容］第１４回目になる
今展では蠟燭、波、森シリーズに加え、新しく川の作
品など登場
佐藤潤絵画展
11/7〜13［休］無し［内容］動物にまつわる風習や
吉祥等取り入れ、独創的な動物画の世界を創出
グラハム・クラーク 作品展
11/14〜20［休］無し［内容］イギリス古来のアーチ
型銅版画を復刻し、ヨーロッパの歴史、文化、生活を
ユーモラスに表現

生方純一 /「浪江・晴れる」

ぎゃるりじん＆Chiyoʼ s
☎681-5900 A-㊱
緒方敦
11/5〜10［休］無し［内容］平面（会場 :Jin）
アトリエ海と素敵な仲間たち
11/5〜10［休］無し［内容］
（会場 :Chiyo's）
久保田悦子
11/12〜11/17［休］無し［内容］版画（会場 :Jin）
西川ひろみ
11/12〜17［休］無し［内容］平面（会場 :Chiyo's）
堀江公麿展
11/26〜12/1［休］無し［内容］平面
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

さ行
三溪園
☎621-0635 B-⑰
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

グラハム・クラーク /「美しきディール」

棟方志功と民芸作家展
11/21〜27［休］無し［内容］棟方志功の作品の他、
民芸運動の作家たちの陶芸作品を展示販売
谷垣博子作品展
11/28〜12/4［休］無し［内容］明るい色彩でイタ
リアやメキシコの日常風景を描く

な行
仲通りギャラリー
☎211-1020 A-㊻
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
田邊昭水彩画展
11/4〜10［休］無し
太田貞成展
11/11〜16［休］無し［内容］油彩、水彩
余白展
11/18〜23［休］無し［内容］吾郷越子、白井千衣子、
関幸子、三澤英子による水彩展
二人展
11/25〜30［休］無し［内容］大方悦子、山田紀代に
よるミクストメディアによる作品展

爾麗美術
☎222-4018 A-㊾
黒騎士展 17 回令和元年秋 前期・鈴木正道展
11/2〜10［休］無し［内容 〈
] 紙に描く〉
黒騎士展 17 回令和元年秋 後期・黒騎士展
11/16〜24［休］無し［内容］安斎アヤ子、永田晶彦、
又村統、山本治美、星野鐵之、能登茂行、鈴木正道

は行
万国橋ギャラリー
☎201-8103 A3 人展 ヨシダイサム 遠山明 落合勇紀夫
11/7〜11［休］無し［内容］絵画、仮面
中島淳子・羊毛の犬猫とシルバーアクセサリー
11/20〜11/24［休］無し［内容］手芸
万国橋・クリスマス祝展 2019
11/26〜12/2［休］無し［内容］絵画、書、写真、立体、
手芸等
美術画廊 ギャラリー桜木町
☎261-8171 A石川裕美子個展−輝くいきものたち−
11/24〜30［休］無し［内容］水彩、鉛筆
f.e.i art gallery
☎325-0081 C-⑤
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
岡ちえこ展
11/18〜29［休］土曜、日曜、祝日［内容］
「手の届く
範囲の宇宙」を作品制作のコンセプトとした岡ちえ
こ氏の作品を展示

岡ちえこ /「輝きと夜」

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA

☎411-5031 C-⑥
第 45 回 翠嵐会美術展
10/29〜11/3［休］無し［内容］今年で 45 回目とな
る翠嵐会美術展。約 80 名による油彩・彫刻・写真・
工芸等
BIRTHPLACE ART 2019 多摩美術大学校友会 神奈
川支部展
11/4〜10［休］無し［内容］多摩美術大学卒業後も
制作活動を続ける作家の神奈川支部展
第 51 回 白日会 神奈川支部展
11/12〜17［休］無し［内容］油彩、水彩を中心に活
動する神奈川支部の日々の成果を発表
ATELIER21 EXHIBITION 2019 100 枚 の ク ロ ッ
キー展
11/19〜30［休］月曜［内容］
「クロッキーとは何か」
をテーマに、アトリエ 21 メンバーによるデモンス
トレーション、ギャラリートーク実施
ブラフ 18 番館
☎662-6318 Aアメリカントールペイントフエキ作品展
11/10〜12［休］無し
クラフト好きが集まる展示会
11/15〜17［休］無し
時よ止まれ
11/19〜24［休］無し［内容］プロ・アマチュア写真
愛好家による写真展
写真展、よこはまの風景
11/25〜28［休］無し

ま行
みつい画廊
☎261-3321（ハヤカワ画材店） A荒井令子展
10/28〜11/3［休］無し［内容］油彩、水彩約 25 点
漂展
11/4〜10［休］無し［内容］水彩約 40 点
第 27 回キャンバス・アバウト展
11/11〜17［休］無し［内容］油彩等約 40 点

伊藤則子展
11/18〜24
［休］
無し
［内容］
水彩約 25点
ハマカゼ展
11/25〜12/1［休］無し［内容］油彩等約 20 点
みなとみらいギャラリー
☎682-2010 A第３回 ハワイアンキルト作品展 “The Tradition
Continues”
10/30〜11/4［休］無し
第一回 牧彩展 作品展
11/5〜11［休］無し［内容］絵画
彩友会展
11/5〜11［休］無し［内容］絵画
第 8 回 朋友陶房「暮らしの器展」
11/6〜11［休］無し［内容］陶芸
JABA 作品展 ×SHO・墨
11/12〜18［休］無し［内容］サンドブラスト作品、
書道
羽織考−時代（とき）を超え羽織は語る−
11/13〜17［休］無し［内容］羽織物全般、コート・
ショール等
香樹会かな書展
11/22〜24［休］無し
西山幸子パッチワーク教室 第 9 回作品展
11/27〜12/2［休］無し

や行
山手 234 番館
☎625-9393 A山田早映子水彩画展〜秋・冬・子＜ねずみ＞〜
10/31〜11/5［休］無し
ともとも二人展
11/7〜12［休］無し［内容］洋画
墨の香りにつつまれて…
11/15〜19［休］無し［内容］書画
山手 111 番館
☎623-2957 AFLORA CHIC〜花の髪飾り
11/8〜11［休］無し［内容］スィートビンテージス
タイルのアクセサリー
リアルなワンちゃんに会いにきて！
11/14〜19［休］無し［内容］羊毛でリアルなワン
ちゃんをたくさん展示
アメリカ、イギリス、私の心は毛糸で飛ぶ♡
11/21〜26［休］無し［内容］毛糸とニードルで表現
するパンチニードル
横浜赤レンガ倉庫 1 号館
☎211-1515 A岡部文明 2019 展−
「ラグビー精神」で、愛と平和の
象徴を描く
9/13〜11/3［休］無し
横浜開港資料館
☎201-2100 A横浜市中消防署 100 周年記念 横浜の大火と消防
の近代史
11/2〜1/26［休］月曜（祝日は開館、翌火曜休館）
、
12/28 〜1/3［内容］横浜市の消防署誕生 100 周年
を記念する、横浜消防のあゆみをたどる展覧会
横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場
☎771-1212 B-㉜
第 5 回 シャドーボックス作品発表会
11/20〜25
［休］
無し
［内容］
3Dアートシャドーボッ
クス作品発表会、クリスマス作品等。出品者：MINT
HOUSE メンバー 13 名＆MHOT☆11
横浜市大倉山記念館
☎544-1881 B-㉟
第 11 回 大倉山スケッチ会 水彩画展
11/5〜10［休］無し［内容］20 名による国内外のス
ケッチ等
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
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
第 7 回グループ濱 透明水彩画展
11/12〜17［休］無し［内容］濱本博行先生指導の教
室メンバーによる展覧会
第 15 回四季彩村＆絵たより同好会作品展
11/19〜24［休］無し［内容］40 名程のメンバーに
よる水彩、約 80 点
押花工房 AN 作品展
11/20〜24［休］無し［内容］押花、ネイチャープリ
ント、レカンフラワー、ドリームフラワー、アートプ
リント、クレイクチュール

