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第64回二科神奈川支部展
6/1～6/6 ［1F/2F/3F］
［主催］二科 神奈川支部
［内容］県内に在勤在学の学生や一般の方で絵画好

きの方の作品約150点

第45回ヨコハマ日曜画家展
6/8～6/12 ［全館］
［主催］特定非営利活動法人 横浜美術友の会
［内容］日曜画家の皆さんの公募展。出品作品を全て

展示し35賞を授与

公募 第24回 中美神奈川展
6/14～6/19 ［3F］
［主催］中央美術協会 神奈川支部
［内容］油彩、日本画、水彩、水墨画、CG等の展示、一

般公募あり

第24回 神奈川一陽展 
6/14～6/19 ［2F］
［主催］一陽会 神奈川支部
［内容］一陽会神奈川支部メンバーによる絵画、版画、

彫刻約30点～40点

神奈川光風会展
6/14～6/19 ［1F］
［主催］光風会 神奈川
［内容］光風会神奈川会員の100号～130号の油彩、

水彩、版画30点

第24回 華の墨絵会展
6/21～6/27 ［2FA］
［主催］華の墨絵会
［内容］6号～100号を超える水墨画作品、掛軸もあ

り、計70点

第33回こうなん綜合美術展
6/22～6/26 ［1F］
［主催］こうなん文化交流協会美術部会
［内容］美術部会・会員が日頃の創作活動の集大成と

して約140点出品

第39回よこはまファミリー写生大会展覧会
6/24～6/26 ［B1F］
［主催］横浜市PTA連絡協議会
［内容］「わたしのかぞく」「わたしのがっこう」「わた

しのまち」

第45回記念神奈川独立美術展
6/29～7/3 ［全館］
［主催］神奈川独立美術の会
［内容］神奈川県在住、在勤で独立展出品者による油

彩他の平面の展覧会

第61回 港の作家展
7/5～7/11 ［1F/2F］
［主催］港の作家美術協会
［内容］公募団体やフリーで制作する作家が「港」で

集う美術団体展

第52回世界児童画展 神奈川県展
7/9～7/10 ［3F］
［主催］公益財団法人美育文化協会
［内容］神奈川県の入選、特選を中心に国内、海外の

児童画約200点展示

第37回21世紀国際書展
7/13～7/17 ［全館］
［主催］産経新聞社 横浜総局
［内容］県内を活動拠点とする書家の会派・流派を超

えた書道の公募展

横浜市こどもの美術展2022　
7/22～7/31 ［1F/2F/3F（予定）］
会期中無休10:00～17:00（入場は16:30まで）
［主催］横浜市民ギャラリー
［内容］夏の恒例「横浜市こどもの美術展」を開催。今

年は「横浜市公共建築100周年事業」の連携
事業として、「たてもの」をテーマに実施。応
募作品はすべて展示

横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 C-40
Showcase Galleryアーティスト×横浜市所蔵カメラ
・写真コレクション 白井晴幸展
7/23～9/19［休］第4月曜　

（あざみ野）あざみ野こどもぎゃらりぃ2022 
ぞうけいラボ
7/29～8/7［休］無し［内容］今年は多様な造形的活
動ができる「ぞうけいラボ」を開催

横浜市歴史博物館 ☎912-7777 C-43
特別展「みんなでつなげる鉄道150年－鉄道発祥の
地よこはまと沿線の移り変わり－」
3/19～9/25［休］月曜（祝日振替休日の場合は翌日）

横浜髙島屋美術画廊 ☎311-5111 B-⑨
日本陶芸美術協会選抜展
6/1～6/6［休］無し
　
大久保迪子展－いろとむすびとあそび－
6/1～6/6［休］無し［内容］洋画

奏彩Ⅱ－７つの視点－
6/8～6/13［休］無し

池田泰輔 竹芸展
6/8～6/13［休］無し

颯－Ryu－
6/15～6/20［休］無し［内容］日本画

第12回 悠游会
6/15～6/20［休］無し［内容］彫刻、工芸

鎌倉其中窯 河村喜史作陶展
6/22～6/27［休］無し

王煌の会
6/22～6/27［休］無し［内容］日本画。並木秀俊、松
岡歩、松下雅寿

齋藤満栄展－一茶と金魚－
6/29～7/4［休］無し［内容］日本画

大槻昌子・大槻洋介展－大槻工房45年の軌跡－
6/29～7/4［休］無し［内容］彫金・硝子

や行

木々の緑の深みも増し、夏めいた横浜で
画廊散歩はいかがですか。

【お知らせ】６月から隔月（偶数月）発行へリニューアルしました。

Timeless2022 伝統の展開とその美意識
7/6～7/11［休］無し［内容］絵画

鈴木隆 作陶展
7/6～7/11［休］無し［内容］会場：工芸サロン

備前 金重晃介展
7/13～7/18［休］無し

－仏・天・魔・古－石川時彦 木彫展
7/13～7/18［休］無し

第77回 恩賜賞 日本芸術院賞受賞 日本芸術院会員
就任記念
7/20～8/1［休］無し

世界は色彩に満ちている 千住　展 
7/20～8/1［休］無し［内容］日本画

横浜都市発展記念館 ☎663-2424 A-67
激震、鉄道を襲う！－関東大震災と横浜の交通網ー
3/12～7/3［休］月曜（祝日・振替休日の場合は翌平
日）［内容］関東大震災時の写真を中心に、横浜の交
通網、鉄道の被災から復旧、復興に至る過程を追い
かける

横浜人形の家 ☎671-9361 A-68
企画展「メルちゃんといっしょ！30周年記念展」
4/2～7/3［休］月曜［内容］2022年で誕生から30
年を迎えるメルちゃん。30年の歴史をふりかえり、
メルちゃんのおもちゃで遊べるプレイコーナーや
SNS上での日常もあわせて紹介

横浜美術館 ☎221-0300 A-72
New Artist Picks: Wall Project
村上早 | Stray Child
3/12～11/6［休］無し［内容］若手アーティストを
紹介する小企画展「New Artist Picks」を、2007年
よりアートギャラリーなど館内の展示スペースで開
催。大規模改修工事のため休館中の今回は、特別版
「Wall Project」横浜美術館正面のグランモール公
園「美術の広場」に面した仮囲いで、2回にわたり若
手アーティストの創作を紹介。第1回は、村上早（む
らかみ・さき／1992年生まれ）

横浜本牧絵画館 ☎629-1150 C-44
開館5周年―移ろう時・漂う時
4/16～7/18［休］火曜［内容］当館がこれまで開催
した10回の企画展に加え、常設展と3回の特別展
を振り返りつつ「時」について探り、今後の展覧会の
序章となる展示

ギャラリーめぐり
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・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2021~2022」に対応しています。

art gallery OWL ☎090-1628-0457 A-②
片岡昇 絵と写真展「遠くへ」
6/7～6/12［休］無し［内容］生まれ故郷は石狩平野
のど真ん中。こんな風景をどうしたら絵になるのだ
ろう、写真になるのだろうと探し続けた写真展

パッチワークキルト展「布遊び色遊び」
6/14～6/19［休］無し［内容］アトリエフラワーバ
スケット主催

太古の記憶 ジミー佐藤彫金展
6/20～6/26［休］無し［内容］彩色した銅板のレリー
フの作品展。恐竜、アンモナイトの化石や花など約
35作品を展示

美貴惠個展「雷の森」
7/18～7/24［休］無し［内容］染色作家/アーティ
ストとして活動する美貴惠による個展。ろうけつ染
めや絞り染めなどの染色技法を主に用いて、平面か
らインスタレーションまで作品を展開

あ行

神奈川県立歴史博物館 ☎201-0926 A-⑱
特別展「洞窟遺跡を掘る－海蝕洞窟の考古学－」
4/29～6/26［休］月曜（祝日は開館）［内容］当館が
半世紀前に発掘した間口洞窟遺跡をはじめとする三
浦半島の洞窟遺跡や周辺の遺跡から出土した資料を
通して、そこに生きた人々の姿を紹介と、それを研
究する考古学の魅力も伝える

kaneko art gallery ☎515-9420 C-⑥
徳永雅之展
『Particles from 1991 to 2020／前期』「 茫洋 」
－ A limitless journey －
（1990年代の作品を中心に）
6/3～6/27［休］木曜［内容］火・水は予約制

徳永雅之展
『Particles from 1991 to 2020／後期』「 記憶 」
－ Memories from the depths －
 （2000年代の作品を中心に）
7/8～8/1［休］木曜［内容］火・水は予約制

画廊 AKIRA-ISAO ☎264-4835 A-⑲
大原裕行 水彩画展
6/6～6/15［休］無し［内容］「水彩人」の創立メン
バーとして活躍する作家の展覧会を開催。静物、風
景、人物等、独特な筆致で表現

田中賢一郎展　
6/23～7/1［休］無し［内容］スペインやポルトガル
等ヨーロッパの独特な光と影と鮮やかな海辺の碧で
描かれた風景を展示

Gallery ARK ☎681-6520 A-㉒
宮崎文子展
6/2～6/11［休］日曜

アストレア展
6/16～6/25［休］日曜

大野和之陶芸展
7/7～7/16［休］無し

ギャラリー伽羅 ☎842-1428 C-⑫
手作りきゃらSHOP
6/1～7/23［休］日・月曜［内容］着物地の服、帯地
バック、布ぞうり、買物エコバック洗えるリバーシ
ブル帽子、ミニポーチ等。全て手作りの品多数

ギャラリー SHIMIZU ☎251-6177 A-㉕
浅田秀子帽子展
6/7～6/11［休］無し［内容］作家手作りによるオリ
ジナル帽子、アクセサリー

明日へ展
6/14～6/23［休］日曜［内容］日本画のグループ展

Photo Letter展
6/25～6/26［休］無し［内容］あなたの手紙を撮り
ました

時の扉
7/12～7/18［休］無し［内容］6人の作家によるグ
ループ展。17、18日はトークライブ

THE アトランティス展 ギャラリー SHIMIZU、アー
トコネクトヨコハマ、ギャラリーそこそこ同時開催
7/12～7/18［休］無し［内容］3ヶ所のギャラリー
でスタンプラリー開催

gallery fu ☎070-6429-8597 A-㉛
「mother－機械じかけのコウノトリ」Part.1
5/24～6/5［休］月曜［内容］阿部智子、コムロヨウ
スケ、田中由香子

「mother－機械じかけのコウノトリ」Part.2
6/14～6/26［休］月曜［内容］前回に続くPart.2　
坂間真実、白谷琢磨、藤田卓実

1010美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑨
細川明個展
6/18～7/3［休］水曜［内容］立体、レリーフ、平面作品

薬王寺太一個展
7/23～8/7［休］水曜［内容］立体、レリーフ

岩崎ミュージアム・ギャラリー ☎623-2111 A-⑩
2M会展
5/31～6/5［休］月曜［内容］コロナにめげず創作活
動を続けたメンバーの個性あふれる作品

岩崎ミュージアム第471回企画展
サンク・カロ＆ロボピース®展
6/8～6/19［休］月曜［内容］好きなパーツや革を選
び、腕のサイズに合わせて一人づつ型をおこして作
る時計と未来銀河ラソラソラ７５３から『なごみ』
を届ける電子パーツ生まれのメカキュートな ロ
ボットキャラクターの展示

岩崎ミュージアム第472回企画展
関幸貴写真展 巷のふたり－愛と伊雪－
6/22～7/3［休］月曜［内容］横浜のART-Qのメン
バーの大野愛さんと金伊雪さんを2019年秋から約
2年間、横浜港周辺各所で計10回撮影したモノクロ
写真

岩崎ミュージアム第473回企画展
Port Art Pirates展
7/6～7/18［休］月曜

岩崎ミュージアム第474回企画展
Mytee Summit2022
7/21～8/7［休］月曜

馬の博物館（根岸競馬記念公苑） ☎662-7581 C-③
春季特別展「馬とメルヘン やなせたかしの世界」
4/23～6/26［休］月・火曜（祝日振替休日の場合は
翌平日）［内容］アンパンマンの生みの親である、や
なせたかしが馬を描いた絵本や雑誌の表紙等の原画
を中心に展示

谷地真理江個展
7/12～7/19［休］無し［内容］懐かしい風景のアク
リル画展

海のいきもの展
7/24～7/31［休］無し［内容］海の生き物たちをテー
マにした、立体と絵画作品展

ATELIER K・ART SPACE ☎651-9037 A-⑧
勝又豊子展－不在の向こう－
6/11～6/25［休］月曜［内容］デッサン、写真、立体
等、15点

Art Gallery 山手 ☎628-0267 A-④
梓乃あず アクリルアート展2022－rainbow－
6/9～6/14［休］無し

pick up color 花と鳥と風と月いろ展
6/23～6/28［休］無し［内容］鈴木麻美、田島愛及、井
上宇史、鈴木ひろみ

アートスペースイワブチ ☎231-1662 A-⑤
つゆ、梅雨展
6/7～6/13［休］無し［内容］油彩、水彩、写真、その他

野地瑛人遺作展
7/12～7/18［休］無し［内容］油彩、水彩

art Truth ☎263-8663 A-⑥
おおらいえみこ個展
6/2～6/12［休］火曜［内容］主にねこを描いた絵画
作品展

夢我克個展
6/16～6/26［休］火曜［内容］猫やピエロやロボッ
トなどを描いた油彩展

うてなかよこ個展
7/1～7/8［休］無し［内容］「ほっこりんこのなつや
すみ」ねこやどうぶつの版画や絵画作品

神奈川近代文学館 ☎622-6666 A-⑮
特別展「生誕100年ドナルド・キーン展―日本文化
へのひとすじの道」
5/28～7/24［休］月曜（祝日は開館）［内容］太平洋
戦争目前の1940年に偶然手にしたアーサー・ウ
エーリ訳「源氏物語」との運命的な出会いに導かれ、
キーンがひたすらに歩んだジャパノロジストとして
の足跡、オペラや旅、日本の人々と日本文化を愛し
た情熱的な生涯を紹介

か行

構想計画所｜月の台座 －島の定義から外れた岩礁
の形象－
6/29～7/10［休］月・火曜［内容］月の満ち欠けと
共に姿を現す岩礁。そこに人が介入することにより
島とは言えないその岩礁が月と運命を一つにするか
のようにその姿を変容させていく

海老塚耕一個展
7/13～7/24［休］月・火曜［内容］浜辺に打ち上げ
られた漂流物を用いたインスタレーション

ギャラリーミロ ☎251-5229 A-32
ヨンゴ―展
6/6～6/12［休］無し［内容］大橋美和子、五島瑞絵、
による二人展。油彩等

いいじゃん。展
6/13～6/19［休］無し［内容］広田稔先生の教室展。
油彩、水彩等

現代かながわ美術小品展
7/4～7/10［休］無し［内容］現代かながわ美術協会
会員による。工芸、彫刻、絵画

モデラート展 Part1
7/11～7/17［休］無し［内容］上田耕造先生の教室
展。クロッキー、水彩等

モデラート展 Part2
7/18～7/24［休］無し［内容］上田耕造先生の教室
展。スケッチ、水彩等

モデラート展 Part3
7/25～7/31［休］無し［内容］上田耕造先生の教室
展。油彩、水彩等

GALERIE PARIS ☎664-3917 A-35
櫻井伸也「SYMBOL」
6/1～6/11［休］無し　

三枝聡「MATERIAL LOVE」
6/19～6/29［休］月曜

丸山純子「バイタル」
7/13～7/23［休］火曜

松山修平「SHIN-ON」
7/26～8/4［休］月曜

ギャラリー Lei OHANA ☎941-6169 C-⑭
第1回Atelier Chord K作品展
6/11～6/12［休］無し［内容］日本画教室アトリエ
コーKの生徒による初の展覧会

ぎゃるりじん＆Chiyo’s ☎681-5900 A-36
ぐるーぷ99
6/7～6/12［休］無し［内容］平面

TORIAEZU　
6/28～7/3［休］無し［内容］平面

ゴールデンギャラリー ☎201-7118 A-37
個展 片山澄男 書の世界Ⅱ
6/1～6/5［休］無し

第18回春墨展
6/30～7/5［休］無し［内容］千葉桂琴

シルク博物館 ☎641-0841 A-42
令和4年度春の企画展 シルク博物館所蔵品展「紬の
きもの」
4/23～6/5［休］月曜（祝日の場合は翌日）［内容］伝
統的工芸品の紬、人間国宝の紬、現代作家の紬の着
物や着尺を中心に。特別出品として神奈川の幻の織
物「伝・川和縞の袴」も展示

さ行

鶴見画廊 ☎584-7208 C-㉑
鶴巻謙郎 日本画教室展
5/27～6/2［休］無し［内容］鶴巻謙郎先生の日本画
教室の生徒による作品の展示

夏は来ぬ展
6/13～6/18［休］無し［内容］洋画、日本画、版画

第77回ハマ展鶴見画廊賞受賞記念二人展
6/29～7/4［休］無し［内容］受賞者 洋画 青木智、日
本画 石田美智恵

越畑喜代美展
7/21～7/30［休］火曜［内容］日本画。身近な草花
をモチーフに心暖まる作品

東急百貨店たまプラーザ店 4階アートサロン
 ☎903-2441 C-㉓
片岡操 ガラス工芸展
5/26～6/1［休］無し［内容］自然の織り成す風景や
情景を紋様に仕立て、抽象的な作品に箔を使って表
現したガラス工芸作品を展示販売

小池佳寿美 作品展
6/2～6/8［休］無し［内容］フランス、イタリア等ヨー
ロッパの街並や、そこに生きる人々の何気ない日常
を描く

重水雅彦 硝子彫刻展
6/9～6/15［休］無し［内容］砂と高圧空気を同時に
吹き付けるサンドブラストによる硝子彫刻で、花や
動物、幾何学模様等のモチーフを繊細かつ立体的に
表現

近藤裕久 作陶展
6/16～6/22［休］無し［内容］山の木と草木を使用
した釉薬を登窯、穴窯で薪窯焼成した作品展

アートサロンサマーセール
6/23～7/6［休］無し［内容］有名作家から若手作家
まで、日本画、洋画、版画作品等をご奉仕価格にて多
数展示販売

青木志子 日本画展
7/7～7/13［休］無し［内容］花や植物、小鳥等の小
動物をやわらかなタッチで描いた日本画

古畑雅規BOXクレイアート展
7/14～7/20［休］無し［内容］樹脂粘土（クレイ）を
使い、一つひとつのパーツをハンドメイドして額縁
の中に収めた創造性溢れる3Dアートの世界

写実作家展
7/21～7/27［休］無し［内容］写実的な作品を描い
た作家達による作品の数々を紹介

た行

仲通りギャラリー ☎211-1020 A-44
永山勲水彩画展
6/6～6/11［休］無し［内容］第77回ハマ展仲通り
ギャラリー賞受賞記念展

垣見久子展
6/20～6/25［休］無し［内容］油彩、水彩、ミクスト
メディア作品

文月の会
7/4～7/9［休］無し［内容］油彩、水彩、陶芸15名に
よるグループ展

第5回 水彩プチパン展
7/19～7/30［休］無し［内容］インチサイズ水彩作
品100点の小品展

ニュースパーク（日本新聞博物館） ☎661-2040 A-46
企画展「沖縄復帰50年と1972」
4/23～9/4［休］月曜（祝日振替休日の場合は翌日）
［内容］今年に沖縄の日本復帰50年を迎えるにあた
り、沖縄タイムスと琉球新報を中心に地元紙が復帰
をどう伝えたか、当時の紙面と写真で紹介

企画展「近代日本のメディアにみる怪異」
4/23～9/4［休］月曜（祝日振替休日の場合は翌日）
［内容］明治時代以降の新聞がどのように「怪異」につ
いて伝えてきたのか、所蔵資料を中心に約110点展示

爾麗美術 ☎222-4018 A-47
鈴木正道作品展
7/16～8/7［休］水曜［内容］2021、2022年制作の
作品18点

船戸あやこスペインタイルアート展
7/28～8/3［休］無し［内容］地中海の澄み切ったス
ペインの風を表現する創作陶芸家、船戸あやこ。ス
ペイン現代陶芸における色彩と情熱の世界を紹介

ブラフ18番館 ☎662-6318 A-56
アトリエたちの動物園
6/17～6/19［休］無し［内容］様々なジャンルのアー
トクラフト動物作品展

写真展「今ふたたび」
7/15～7/20［休］無し［内容］コロナ禍からの再起
を目指すプロアマ10人による写真展

な行

f.e.i art gallery ☎325-0081 B-⑤
田尾憲司展
6/1～6/17［休］土・日曜祝［内容］日本画家として
活躍する田尾氏のドローイング作品を中心に展示

涼を愛でるvol.9－風ノ詩－
6/27～7/15［休］土・日曜祝［内容］作家の作品を
通して夏の「涼」を提案する企画展

Duhong Yeo展
7/25～8/5［休］土・日曜祝［内容］韓国・釡山在住
の油彩画家。伝統文様で線と面を使用し、現代的な
作品を作り出す

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA 
 ☎411-5031 B-⑥
夫婦絵師
6/3～6/19［休］月曜［内容］田尾憲司×阿部千鶴、
東儀悟史×東儀恭子、大塚智嗣×王培、 富丘誠×
富丘珠子、内田有×豊澤美紗、小田伊織×桂川美帆

港 ヨコハマ 夏の市2022
6/24～7/10［休］月曜［内容］飯村わかな、石田真弓、
梅田綾香、浦由利恵、長雪恵、Sarasa-textile板橋美
紗子、繁田穂波、島崎小乙里、上滝玲子、瀬戸貴子、
曽田萌、坪内真弓、中西静香、はるな陶芸工房、深水
沙由理、福島稔、古川和美、星カオル、牧孝友貴、丸
岡勇太、水吉郁子、HMglassworks Hiromi Mori、
山崎櫻子、米山幸助、WATO

風姿花伝
7/19～7/31［休］月曜［内容］淺野由大、浅葉雅子、
麻生志保、穴澤和紗、いろはあやの、岩野雅代、岡崎
芳晴、オカユウリ、北川朔、こひらたくみ、島田沙菜
美、せいこ、田宮彩、寺野葉、豊原聖一、星奈緒、増井
萌、吉田直

は行

みつい画廊 ☎261-3321（ハヤカワ画材店） A-60
アトリエ・アルジ展
6/6～6/12［休］無し［内容］油彩、水彩等約20点

福原喜代志個展
6/20～6/26［休］無し［内容］油彩、風景画等

DAN展
7/18～7/24［休］無し［内容］絵画、版画等

みらい美術館 ☎222-8696 NEW
ガレ＆マイセン「ガラスと磁器の世界展」
4/29～9/25［休］月、火、水、木曜［内容］約50作品を
通しフランスとドイツが誇る精緻な美の世界を展示

ま行

山手234番館 ☎625-9393 A-62
第15回 池田明子展
6/16～6/21［休］無し［内容］絵画展

Grace（恵み）写真展
6/23～6/28［休］無し［内容］写真展

耽る童話展
7/14～7/19［休］無し［内容］語り継がれる童話を
描いた日本画作品展

横浜ばら会写真展
7/21～7/26［休］無し［内容］バラの素敵な一瞬を
切り取りました

山手111番館 ☎623-2957 A-63
Kamyuri Boutis Class展
7/29～8/1［休］無し［内容］フランスキルトBoutis
の作品展示

横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場
 ☎771-1212 C-㉙
第34回 金沢区書道協会展
6/9～6/13［休］無し［内容］金沢区で書道を愛好す
る30人の作品展示

八景写友会支部 写真展
7/13～7/19［休］無し［内容］全日本写真連盟 八景
写友会支部 「第18回写真展」

横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール
 ☎511-5711 C-36
水彩画展示会
6/23～6/26［休］無し［内容］横浜周辺や他地域の
風景画や静物画の展示

地の記憶
7/28～7/31［休］無し［内容］日本の近代化を写真
でたどる展示。堀誠

横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ 
 ☎866-2501 C-38
デジカメボランティア会 第17回横浜写真展
5/31～6/6［休］無し［内容］デジタルカメラ愛好者
の自信作約100点展示

全日本写真連盟
戸塚フォトクラブ・いずみ支部合同写真展
6/7～6/12［休］無し［内容］ネイチャー、風景、ス
ナップ、人物等の写真

第27回千墨会 水墨画展
6/16～6/20［休］無し［内容］水墨、墨彩による額装、
掛軸、小作品、色紙、等展示

いきいき作品展
6/21～6/26［休］無し［内容］平和を愛し、輝いて
今を生きる高齢者の作品展

第15回合同展えるむ
6/29～7/4［休］無し［内容］水彩、油彩、パステル、
色鉛筆と思い思いに楽しく描いた作品展

いずみ画好会・白水写生会 合同展
7/19～7/25［休］無し［内容］水彩及び油彩展

横浜市立学校総合文化祭 美術部 生徒作品展
7/27～8/1［休］無し［内容］横浜市立中学校美術部
生徒による作品

横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 C-40
Fellow Art Gallery vol.46 小河原由紀子展
4/27～6/26［休］無し［内容］studioFLATで活動す
る小河原由紀子のさおり織りと絵画を紹介

第16回 田園写友会展示会
5/31～6/6［休］無し［内容］会員の撮った写真の展
示。約60点

第20回 墨調書展
6/1～6/5［休］無し［内容］子供から大人までの額、
軸、小品の書作展。約50点

村山みずのえ会 第3回水彩画展
6/7～6/13［休］無し［内容］村山之都水彩画教室の
受講生による合同展覧会。約120点

水墨画 燦の会
6/10～6/13［休］無し［内容］この世の森羅万象を
自由闊達な水墨画で表現。約30点

西陣美術織 伊藤若冲展
6/8～6/13［休］無し［内容］江戸中期の奇才”若冲”
の絵を西陣織で再現。約70点

青の会展
ーあざみ野教室&自宅アトリエ教室合同展ー
6/14～6/20［休］無し［内容］水彩、パステル、油彩
の絵画展示とポストカード販売 約30点

あおばHEYアート倶楽部作品展
6/14～6/19［休］無し［内容］会員の油彩作品及び
石坂浩二先生の作品 約30点

第5回NAOの会水彩画展
6/21～6/26［休］無し［内容］水彩画約300点と子
供の絵画の合同展示

人と海のフォトコンテスト
 ｢第33回マリナーズ・アイ展｣
6/28～7/4［休］無し［内容］海をテーマにした写真
展、受賞作品約120点を展示

久保直美 絵画教室合同展
6/28～7/4［休］無し［内容］水彩等140点を展示

第7回あおば美術公募展
7/9～7/17［休］無し［内容］審査により選ばれた平
面作品を展示。約150点

世代を越えた絵画展
7/19～7/24［休］無し［内容］近在で活動する世代
を越えた美術家たちによる絵画展。 約400点

や行

美貴惠 《魂魄Ⅰ》2020年 
綿,リアック染料,ソーピングワックス / 34×34cm

勝又豊子《不在の向こう》

《浮遊物》2021

重水雅彦《LEDランプ.光輝・希望の紋》50cm丸

Flash


