横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-㊸
「水陽・青葉会展」
・
「水陽・季彩会展」合同展
3/10〜16［休］無し［内容］水彩展、会員の作品を展
示。約 300 点
凉子の手づくり部屋教室展
3/17〜22［休］無し［内容］吊し雛飾り、ちりめん細
工、押絵羽子板、額絵、タペストリー、創作市松人形
等。約 350 点
第 5 回 記念 藍 書道の会展
3/20〜22［休］無し［内容］子どもたちの力強い大
筆作品と臨書作品を中心に展示。約 100 点
第 7 回 森村学園中高等部美術部展覧会
3/25〜30［休］無し［内容］部員 35 名の作品と会場
に合わせて制作するインスタレーションの展示。約
100 点
私たちのワクワク展
3/25〜29［休］無 し［内 容］油 彩、水 彩、日 本 画、日
本刺繍、手芸、消しゴム版画、活花等。4 年目の今年
はワークショップも開催。約 120 点
第 31 回レ・コピンヌ絵画展
3/31〜4/6［休］無し［内容］東急セミナー青葉台「油
絵教室」の作品展。研鑚の成果を発表。約 60 点
第 13 回 田園写友会写真展
3/31〜4/6［休］無し［内容］会員の作品を展示。約
60 点
横浜市吉野町市民プラザ
☎243-9261 B-㊺
光のぷろむなぁど 2019 関連イベント 第 9 回 光の
フォトコンテスト写真展
2/26〜3/1［休］無 し［内 容］
「光 の ぷ ろ む な ぁ ど
2019」の様子を収めたフォトコンテストの作品展
江影会写真展
3/3〜9［休］無し［内容］テーマ「私の絶景」
。各会員
が課題作品と自由作品を出品
「丘の上写真展 2020」第六回 県立横浜清陵高等学
校写真部･校外展
3/10〜16［休］無 し［内 容］ポ ー ト レ ー ト、街 頭 ス
ナップ、
「写真甲子園 2019」本戦作品、コンテスト
入選作品等。普段の部活動等この 10 年間の歩みと
展示

横浜市民ギャラリー展覧会情報

☎315-2828

燎の会
2/25〜3/2
［3FA］
［主催］燎の会［内容］油彩を中心にした平面作品、
100 号から 130 号を約 20 点
横浜国立大学教育人間科学部 書道ゼミ卒業制作展
2/25〜3/2
［3FB］
［主催］横浜国立大学 教育人間科学部 書道ゼミ［内
容］横浜国立大学書道ゼミ学生による臨書と創作の
卒業制作約 20 点
日本風景写真協会神奈川支部第 16 回作品展 彩時記
2/25〜3/2
［2FA］
［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。大全紙を 62 点展示
第 20 回 2020 年協会展
2/25〜3/2
［2FB］
［主催］2020 年協会展［内容］表現のジャンルを超
え研鑽を続けた。今回 20 回展
横浜市民ギャラリーコレクション展 2020「うつし、
描かれた港と水辺」
2/28〜3/15
［B1F/1F］
［主催］横浜市民ギャラリー［内容］横浜市民ギャラ
リーのおよそ 1,300 点の所蔵作品のなかより、横浜
を中心に港や海、水辺が描かれた作品を紹介。油彩、
日本画、写真、版画等およそ 50 点で構成
日本丸洋画同好会 第 11 回作品展
3/3〜3/9
［3FB］
［主催］日本丸洋画同好会［内容］水彩、油彩、パステ
ルなどで表現した風景、静物、人物。約 50 点

第 21 回 南期会展
3/25〜30［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
横浜髙島屋美術画廊
☎311-5111 C-⑨
佃眞吾 木工芸展
2/26〜3/3［休］無し
佐々木麦 展 −見えるものを越えて−
2/26〜3/3［休］無し［内容］洋画
澄川喜一 展 そりのあるかたち
3/4〜10［休］無し［内容］彫刻
美の予感 2020 −平面・特異点のカナリア−
3/11〜17［休］無し［内容］絵画
〜丹山窯〜小峠丹山・小峠賢太郎 茶陶展
3/18〜24［休］無し
依田万実 展
3/18〜24［休］無し［内容］日本画
人間国宝 十四代 今泉今右衛門 展
3/25〜31［休］無し
横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A第 49 回 墨泉社書作展
3/6〜10［休］無し［内容］主催 = 書道研究墨泉社、
代表 : 横山芳碩
第32回 水の和会 読売文化センター横浜（水彩画展）
3/13〜17［休］無し［内容］主催 = 水の和会
第 39 回 面友会能面展
3/26〜31［休］無し［内容］主催 = 面友会
横浜美術館
☎221-0300 A澄川喜一 そりとむくり
2/15〜5/24［休］木曜［内容］戦後日本の抽象彫刻
を牽引してきた澄川喜一（すみかわ・きいち /1931
年生まれ）の、首都圏の公立美術館で開催される初
の大規模個展
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や行
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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
吉田町 welcome
3/9〜15［休］無し
第 19 回ふくろうの世界展
3/16〜22［休］無し
松下辰枝展
3/30〜4/5［休］無し

☎253-7805

A-

※会期・時間等は事前にご確認ください

浜悠書道展
3/4〜3/8
［2F］
［主催］浜悠書道会［内容］佐藤祥鳳先生の門下生一
同の書画と先生の米寿記念史 200 点
彩の会 風景画展
3/10〜3/15
［3F］
［主催］彩の会［内容］国内外の風景を水彩、油彩、日
本画にて約 100 点
第 68 回 書作展
3/18〜3/23
［全館展示］
［主催］
横浜書作協会
［内容］
漢字、
かな、詩文書、
篆刻、
刻字部門を網羅した書の公募展
合同写真展 フォト '20
3/24〜3/30
［全館展示］
［主催］フォト展実行委員会［内容］横浜を中心に神
奈川 / 東京の個性ある 18 団体による合同写真展

萩原英雄《港風景》1988 年／木版／ 60.9×46.4cm

●本作品は
「横浜市民ギャラリーコレクション展 2020 うつし、描かれた港と水辺」
（2 月 28 日〜3 月 15 日、横浜市民ギャラリー展示室 1、B1）

に出品される予定です。
※ホームページで作品解説をご覧いただけます。

1 月〜3 月は横浜市内で写真の祭典「フォト・ヨコハマ 2020」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

第 52 回 主体美術神奈川作家展
3/31〜4/6
［3F］
［主催］主体美術協会 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
第 15 回アトリエ・ポルト展
3/31〜4/6
［2FA］
［主催］アトリエ・ポルト［内容］油彩・アクリルで会
員の力作を発表

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 2020 年1 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。

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祭典

「フォト・ヨコハマ2020（1〜3 月）」開催中

あ行
art gallery, on the wind
☎251-6937 A-③
女子美春展（有志）2020 女子美術大学大学院 有
志グループ展 捻れる、より糸
3/7〜15［休］月曜〜金曜［内容］女子美術大学日本
画専攻に在籍する 6 人が創る、まとまりながらも個
が立ち上がる多様な世界。
出品者：土屋遥海、
劉懿瑤、
内田花奈子、黄暁旭、上谷田弘代、太田美歌

劉懿瑤 /「おばちゃんの庭」
岩絵具、金箔、土佐麻紙 /1167×803mm

Art Gallery 山手
☎628-0267 A-④
第 11 回 猫・ねこ写真展 PART2
2/21〜3/1［休］無し［内容］猫をモチーフにした写
真 展。渥 美 大 亮、池 内 育 美、大 塚 義 孝、楞 野 明 弘、
Kiyochan、クワイケイイチ、信清正充、ふかがわゆ
うこ、矢部一樹
art Truth
☎263-8663 A-⑥
上野謙介個展
2/26〜3/2［休］無し［内容］版画とアクリルの抽象
画作品を展示
中島尚子個展「今日の観察」
3/5〜15［休］火曜［内容］木口木版、鉛筆画

「no12. 醤油入れ」

夢我克個展
3/19〜29［休］火曜［内容］猫やロボットピエロ等。
油彩
☎651-9037 A-⑨
ATELIER K・ART SPACE
五島三子男展−Pure Yam−
3/7〜21［休］月曜［内容］植物の『蔓』の美しさに適
応、オフセットインクと染料を使ったコラグラフ等、
20 点
佐々順子展−Next Stamp−
3/24〜4/4［休］月曜［内容］リトグラフ、コラグラ
フ、エッチング、ドライポイント、ミクストメディア
他、20 点
1010 美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑩
Tracy Lynn Templeton個展「Nocturne's Shadow」
2/29〜3/10［休］水曜［内容］版画、ミクストメディ
ア、インスタレーション
岩崎ミュージアム・ギャラリー ☎623-2111 A-⑪
岩崎ミュージアム第 439 回 企画展 加藤俊雄 作品展
2/19〜3/1［休］月曜（祝日の場合は開館、翌火曜休
館）
［内容］没後 5 年も色褪せない、加藤俊雄の作品
展。企画・共催 = 横浜画廊

MZarts
☎315-2121 A-⑫
シルクロードの顔貌
2/14〜3/14［休］日 曜、月 曜、火 曜、水 曜［内 容］大
規模開発以前の 21 世紀初頭のカシュガル、ウルム
チなどのシルクロードのまちに住む人々の生活を顔
貌から考察する写真展

廣田幸子水彩画展
3/11〜17［休］無し［内容］四季の花を中心に、国内
外の風景を独特な技法で描く
佐藤美絵切り絵作品展
3/11〜17［休］無し［内容］切り絵。細やかに大胆に
表現
前川隆敏水彩画展
3/18〜24［休］無し［内容］静物、パステル。神奈川
の季節感ある風景を中心に

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 18「没後 50 年 獅子文
六展」
12/7〜3/8［休］月曜（祝日の場合は開館）
［内容］獅
子文六（1893〜1969）の没後 50 年を記念する展
覧会。同時開催 = 常設展「文学の森へ 神奈川と作家
たち 第 3 部 太宰治、三島由紀夫から現代まで」
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
企画展「遊牧ぐらし〜草原の民と砂漠の民〜」
12/14〜3/22［休］月曜（祝日除く）
［内容］草原と
砂漠に住む遊牧民の暮らしをテーマに撮影した写
真、日常生活で使われる道具などを紹介
神奈川県立歴史博物館
☎201-0926 A-⑱
特別展「掃部山銅像建立 110 年 井伊直弼と横浜」
2/8〜3/22［休］月曜（祝日の場合は開館）
［内容］横
浜市西区掃部山公園にある井伊直弼銅像建立から
110 年。地域に残る資料に注目し、井伊直弼が開港
の地横浜でどのように記憶されてきたのかを考える
カフェ・ギャラリーリンデン ☎532-5288 B-⑦
手描き友禅 鈴木和美展〜手しごとの引力〜
3/4〜8［休］無し［内容］手描き友禅の魅力を伝える
展示販売。WS、コラボライブあり
染谷瞳 高見澤茗子 若林奏子 3 人展「Cuppa tea ？」
3/27〜29［休］無し［内容］陶芸とイラストの展示
販売。ピアノ、アイリッシュハープの演奏あり
画廊 楽
☎681-7255 A-㉑
神奈川旺玄会受賞作家・会員展
2/24〜3/1［休］無し［内容］油彩、水彩、日本画（画
廊楽Ⅰ&Ⅱ）
ハマ展一般・会友・会員受賞者展
3/2〜8［休］無し［内容］油彩、水彩、日本画（画廊楽
Ⅰ&Ⅱ）
濤の会展
3/9〜15［休］無し［内容］油彩（画廊楽Ⅰ&Ⅱ）
第 16 回よみうり淡彩スケッチ画会
3/16〜22［休］無し［内容］水彩（画廊楽Ⅰ）
潮の風
3/16〜22［休］無し［内容］油彩（画廊楽Ⅱ）
陶三人展
3/23〜29［休］無し［内容］陶芸（画廊楽Ⅰ）
ハマ展 楽賞受賞者展
3/23〜29［休］無し［内容］油彩、日本画（画廊楽Ⅱ）
佐藤博志展
3/30〜4/5［休］無し［内容］油彩、水彩（画廊楽Ⅰ）
澤野瑠那展
3/30〜4/5［休］無し［内容］水彩（画廊楽Ⅱ）
Gallery ARK
☎681-6520 A-㉒
美の饗宴展
3/5〜14［休］日曜
アルテミス展
3/19〜28［休］日曜
ギャラリー KAN
☎641-4751 A-㉔
甦える古布「田中みち子展」
3/15〜18［休］無し［内容］ドロ大島紬の着物を洋
服にリメイク。洋服、バック、小物等。約 100 点
ギャラリーダダ
☎461-1533 C-②
高橋茂水彩画展
2/26〜3/3［休］無し［内容］風景や花、ガッシュ。美
しい水彩の世界
石井義一作品展
3/4〜10［休］無し［内容］油彩、米寿記念展。四季の
風景を力強く
パステル画展
3/4〜10［休］無し［内容］パステルの技法を充分に
生かして

前川隆敏 /「山手の春」

中西麻子・裕子 娘と母の作品展
3/25〜31［休］無し［内容］障害をもつ娘と母の作
品展
ギャラリーぴお B1
☎681-5122 A-㉙
北海道芸術高等学校横浜サテライトキャンパス「卒
業・進級制作展」
2/28〜3/1［休］無し［内容］マンガ・イラストコー
ス、美術コース、ファッションビューティーコース、
美容師コースによる作品展示
gallery fu
☎070-6429-8597 A-㉛
TRAIN×KANAGAWA
（PHOTO YOKOHAMA2020 パートナーイベント）
2/21〜3/1
［休］
月曜
［内容］
「TRAIN×KANAGAWA」
では神奈川県を走る電車に注目。神奈川県の風景を
走る姿を展示。企画協力 = 写真家、三橋康弘
銀の粒に惚れ、ピクセルにときめくⅡ
（PHOTO YOKOHAMA2020 パートナーイベント）
3/6〜15［休］月曜［内容］フィルムとデジタルの特
性を活かした写真表現。企画協力=写真家、生越文明

生越文明 /「CONSTRUCTIONS 2017-2018」
撮影年 : 左 2017 年 / 右 2018 年

武蔵安里・田中綾子 二人展「記憶の交換」
3/20〜4/5［休］月曜［内容］人間の感じる余白や余
韻にアプローチし鑑賞者の「記憶」を引き出すこと
によって、実体とは違う個々人のズレを体感
ギャラリーミロ
☎251-5229 A-㉜
春田景子展
2/24〜3/1［休］無し［内容］油彩、言の葉絵、書等
神奈川二紀女性 6 人展
3/2〜8［休］無し［内容］油彩
Welcome 吉田町展
3/9〜15［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。共催＝リーブギャラリー
岩﨑美代子 作品展〜画帳より〜
3/16〜22［休］無し［内容］日本画等
藤茂芳枝個展
3/23〜29［休］無し［内容］花、女性、楽器等をテー
マに描いた油彩等
グループ “虹” 展
3/30〜4/5［休］無し［内容］第 12 回を迎える水彩、
スケッチのグループ展
ギャルリーパリ
☎664-3917 A-㉟
市松人形 朋
3/17〜26［休］無し［内容］人形
ぎゃるりじん＆Chiyoʼ s
☎681-5900 A-㊱
Obi 企画
2/25〜3/8［休］月曜［内容］造形
三友周太
3/10〜22［休］月曜［内容］ミクストメディア
With9
3/24〜29［休］無し［内容］平面

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA

さ行
そごう横浜店美術画廊
☎465-5506
モダンアート展
2/25〜3/3［休］無し［内容］絵画
島根清油絵展
2/25〜3/3［休］無し
還暦記念 萬福堂 吉村楽入茶陶展
3/4〜10［休］無し
日本画温故知新展
3/4〜10［休］無し
中尾純作陶展
3/11〜16［休］無し
ヨーロッパアンティークコレクション
3/17〜23［休］無し
院展 継がれゆく系譜展
3/24〜30［休］無し
nine colors
3/31〜4/6［休］無し［内容］絵画
島野保行油絵展
3/31〜4/6［休］無し

☎411-5031

C-④

た行
都筑図書館
☎912-7777（横浜市歴史博物館）
出張ミニ展示「古代のムラの仏堂−
『図説都筑の歴
史』より−」
2/27〜3/10［休］無し［内容］都筑図書館を会場に、
横浜市都筑区の薮根不動原遺跡から発掘された仏教
関係遺物を展示。3/1 に関連講座開催
鶴見画廊
☎584-7208 B-㉒
福田勝 個展
3/4〜9［休］無し［内容］油彩、パステル
3B 展
3/19〜29［休］火曜［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-㉔
カトラン & アイズピリ 作品展
2/27〜3/4［休］無し［内容］華麗な色彩の中に形而
上的思索を感じさせるカトラン。軽快なタッチと鮮
やかな色彩で人気のアイズピリの 2 人展
藤田喬平 ガラス作品展
3/5〜11［休］無し［内容］イタリアで学んだ色ガラ
スと金箔を混ぜた飾筥で独自のガラス工芸分野を確
立した文化勲章受賞作家による展示
及川みほ 日本画展
3/12〜18［休］無し［内容］爽やかな色彩で、森で遊
ぶ子供達、夢見る少女、静物、小動物等を描く
阪井茂治 作陶展
3/19〜25［休］無し［内容］鍋島焼の新しい世界を
目指して作陶を続ける作家の優美で華麗な作品世界
を紹介
デイヴィッド・クレイン 絵画展
3/26〜4/1［休］無し［内容］オールドイングランド
の自然の四季を森や木々の優しい光で描く英国風景
画壇の巨匠の作品展

な行
ニュースパーク（日本新聞博物館） ☎661-2040 A-㊽
企画展「2019 年報道写真展」
1/11〜3/29［休］月曜（祝日の場合は開館、翌火曜
休館）
［内容］東京写真記者協会に加盟する新聞、通
信、放送（NHK）35 社の記者が、2019 年に撮影した
報道写真の中から選んだ約 300 点を展示

は行
f.e.i art gallery
☎325-0081 C-⑤
田尾憲司展
3/2〜13［休］土曜、日曜、祝日［内容］一昨年、昨年
と好評を得た展示を再び開催。ドローイング、ラフ
スケッチ、ミクストメディアを中心に展示予定
阿部千鶴展
3/23〜4/3［休］土曜、日曜、祝日［内容］儚い少女の
期間を、優しく美しく描き出す阿部氏。繊細な筆致
の日本画と、豊かな色彩と軽やかなタッチが美しい
水彩を展示予定

C-⑥

原展−GENTEN−
3/3〜13［休］月曜［内容］横浜国立大学教育学部美術
科工芸ゼミ、原口健一研究室の卒業生による展覧会
日本画家加藤弘光展 MESSAGE
3/18〜29［休］月曜［内容］世界で活躍した日本画
家、故・加藤弘光の展覧会

加藤弘光 /「Autumn Light」

拓青芸術協会 第 1 回 横浜展
3/31〜4/4［休］無し［内容］
「初心を忘れず質実剛
健を旨として若い力の結集を志す」を理念に活動す
る美術団体による初の関東展を開催
ブラフ 18 番館
☎662-6318 A書と絵手紙を習う仲間展
2/26〜3/1［休］無 し［内 容］書 と 絵 手 紙（板・貝 殻
に描く）の展示
チクチク刺し子の生徒作品展
3/2〜6［休］無し
横浜いずみ陶芸学院卒業制作展
3/21〜25［休］無し
フォト 03 会グループ写真展
3/26〜31［休］無し［内容］第 16 回目になる写真展

ま行
みつい画廊
☎261-3321（ハヤカワ画材店） A福原喜代志小品展
2/24〜3/1［休］無し［内容］油彩小品 25 点
はりたつお展（吉田町アート week）
3/9〜14［休］無し［内容］版画作品約 20 点
第 13 回三禄会展
3/16〜22［休］無し［内容］絵画、陶芸等
第 60 回梅香会展
3/23〜29［休］無 し［内 容］油 彩、水 彩、ア ク リ ル、
岩絵具等。約 60 点
みなとみらいギャラリー
☎682-2010 A佐藤健寿写真展横浜大奇界
−WUNDER in YOKOHAMA−
2/27〜3/1［休］無し
にっぽん−大使たちの視線 2019 写真展
3/4〜9
［休］
無し
［内容］
駐日外交官による日本の写真
郁彩会展
3/4〜9［休］無し［内容］絵画
みはし P 会・第 14 回写真展
3/10〜16［休］無し
地球・絵手紙ネットグループ第 5 回「ザ・絵手紙展」
3/11〜16［休］無し
東京都市大学写真部 春展
3/11〜16［休］無し
横浜ベイアートスクール作品展
3/17〜23［休］無し［内容］絵画
2020 写 真 集 団『月 見 草』写 真 展 富 嶽 40 景〜そ の
雲・彩・光の変化
3/17〜23［休］無し
作品展覧会 夕星（ゆうづつ）
3/18〜22［休］無し［内容］絵画、書道、手作り小物、
組紐作品等
第 43 回 吉岡絵画教室展
3/24〜30［休］無し
第 5 回「花彩墨戯」澁谷蘆雪展
3/27〜29［休］無し［内容］生け花
第 26 回 碧い水展
3/31〜4/5［休］無し［内容］絵画

や行
山手 234 番館
☎625-9393 Aきりがみ絵 Collage Art Kiela 作品展
2/27〜3/3［休］無し［内容］自身で彩色した絵によ
るきりがみ絵

第 13 回松寿会『水彩画展』
3/5〜10［休］無し
T-GRACE グループ写真展
3/12〜17［休］無し
花の羊毛刺繍とトールペイント
3/19〜24［休］無し［内容］季節の花々を刺繍やトー
ルペイントで表現
墨遊び展
3/26〜31［休］無し［内容］書作展
山手 111 番館
☎623-2957 A前田知子個展
3/5〜10［休］無し［内容］写真
わんキル展
3/13〜17［休］無し［内容］キルトで作るわんこの
ポートレート
近藤礼子画展：発光
3/20〜24［休］無し［内容］独自のイメージを描い
た平面作品を中心に
横浜赤レンガ倉庫 1 号館
☎211-1515 A2019 年度横浜美術大学 卒業制作受賞作品展
3/5〜10［休］無 し［内 容］横 浜 美 術 大 学 に お い て
2019 年度卒業制作で受賞した作品を展示。平面、立
体、空間表現、映像等
横浜開港資料館
☎201-2100 A横浜市新市庁舎完成記念 町会所から市役所へ−古
地図と古写真に見る横浜の歩み−
2/1〜4/19［休］月曜（祝日の場合は開館、翌火曜休
館）
［内容］新しい横浜市庁舎の完成を記念して、横
浜市の現在に至る歩みを古地図や古写真等で紹介
横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場
☎771-1212 B-㉜
第 18 回スリー S 写真展
3/18〜24［休］無し［内容］ネイチャーを主として。
花、スナップ等
第 19 回 YOKOHAMA「星団」写真展
3/11〜17［休］無し［内容］共同個展写真展。出展者
= 羽鳥和子、他 16 名
横浜市港南区民文化センター ひまわりの郷

☎848-0800 B-㊲
あすなろ展
2/27〜3/4［休］無し［内容］横浜市シルバー人材セ
ンターの写真教室の上級受講生による写真展

横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール

☎511-5711 B-㊴
写真展 在所の譜
3/11〜17［休］無し［内容］鶴見区内の店で働く人
びとを展示。うなぎ・寿司・和菓子・床屋等
寺尾中学校影絵部 制作展
3/26〜29［休］無し［内容］横浜市内唯一の影絵部
の展示。OHP を使って切り絵を投影
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ
☎866-2501 B-㊶
フォト夢とつか「みんなの写真展」
3/3〜9［休］無し［内容］写真部門、フォト川柳部門
で募集した区民の公募展
元陽会・神奈川支部の絵画展覧会
3/11〜16［休］無し［内容］油彩、水彩等
魔女とその仲間たち展
3/17〜23［休］無し［内容］魔女のアトリエの生徒
たちの作品展示及び主宰者魔女の個展
第三回 合同展 いずみ画好会 / 白水写生会
3/24〜30［休］無し［内容］地域で活動する絵画サー
クルの合同展
横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-㊸
ショーケースギャラリー 大野綾子展
1/6〜3/22［休］無し［内容］日常の中で眼にした植
物、生活用品、風景、動作する人などを、石による彫
刻で表現する大野綾子の作品展示
アトリエ・ヨシイエ 作品展
2/26〜3/1［休］無し［内容］ホームスパン（羊毛の
染、手 紡 ぎ、手 織 り 等）と、陶 芸 の 姉 妹 教 室 展。約
300 点
第 8 回「水陽･明水会展」
・第 15 回「水陽・ION 会展」
合同展
3/3〜9
［休］
無し
［内容］
風景や静物を鉛筆や線を活か
し透明水彩で爽やかに彩色光と影で表現。約500点

