令和２年度

区民ギャラリー
年間スケジュール

金沢区役所２階

金沢区役所２階の区民ギャラリーでは、金沢区民活動センターに登録している団体・金沢区
「街の先生」による展示をご覧いただけます。
この機会にご覧いただき、事業やコーディネートのご参考にしてみてはいかがでしょうか？

４月～７月
期

間

４ /１（水）～ ５ /９（土）

10（日）～ ６ /19（金）

６ /21（日）～27（土）

28（日）～ 7 /４（土）

7 /６（月）～/11（土）

タイトル
団体・「街の先生」
東京 2020 オリンピック・パラリンピックＰＲ展示

金沢区地域振興課
「ゆめかもん活動紹介展」
金沢区民活動センター
こころを紡ぐ絵手紙展
サロン絵手紙
金沢区の宝〝旧長浜検疫所一号停留所”
が解体・跡地転売の危機
NPO 法人 野口英世よこはま顕彰会

思いを届ける書展
金沢区「街の先生」中澤 瓈光氏

展示内容
東京 2020 大会紹介
パラリンピック種目紹介パネル
大会マスコットぬいぐるみ等

パネル約 10 枚
その他

チラシ

会員の絵手紙パネル
（A1 サイズパネル 10 枚）
会員募集チラシの配布
現在の景観を保ち、その他の建
物、敷地を区民の為に有効活用す
るには区民の意思表示が最重要。
A2 サイズ展示パネル 30 枚で
周知。
書道作品

12（日）～18（土）

生涯学習「西柴」水彩画展
生涯学習「西柴」

19（日）～25（土）

金沢区更生保護女性会活動展
金沢区更生保護女性会

パネルの展示
チラシの配布

金沢文庫芸術祭キッズ作品展
金沢文庫芸術祭実行委員会

絵描き染め絵画展

26（日）～

８ /１（土）
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会員および講師の
絵画展示（25 点）

８月～１０月

期

間

８ /９（日）～/15（土）

1６（日）～22（土）

23（日）～29（土）

30（日）～

９ /５（土）

タイトル
団体・「街の先生」
原爆展・平和のつどい展
金沢区平和のつどい実行委員会
『やりたいことは これだった！』
やりこれ会の、今までとこれから
やりこれ会
グラスサンドアートやハーバリウムなど
ハンドメイド作品
金沢区「街の先生」石塚 智子氏
「瞬（とき）のかがやき」
金沢区書道協会

展示内容

パネルの展示 30 枚程度

定例会報告チラシ
今後の定例会告知チラシ
実践定例会各種資料 作品等
グラスサンドアートやハーバリ
ウムなどハンドメイド作品

書道作品の掲示

９ /７（月）～12（土）

「あじさい写真クラブ」作品展
あじさい写真クラブ

会員の作品を展示
（約 20 数点「半切」
）

13（日）～19（土）

釜利谷スケッチの会絵画展
釜利谷スケッチの会

会員の絵画作品展示
計 20 点

20（日）～26（土）

「遊アート会」作品展
遊アート会

27（日）～ 10 /３（土）

鎌倉彫課題作品展/篆刻工程姓名印他
金沢区「街の先生」平形

忠利氏

10 /５（月）～10（土）

第７回パソコン絵画作品展
マウスアートの会

10 /11（日）～17（土）

第７回作品展
色えんぴつ「帆の会」

18（日）～24（土）

25（日）～31（土）

写団“夢”写真展
写団“夢”
くらしを彩る私の手から生まれた器たち
陶芸アートプロジェクト・
ハマ MUG 企画ときめき工房
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平面作品 12 点の展示

鎌倉彫、篆刻と同時に展示

パソコンで描いた太子版の
サイズ額装の絵 26 枚展示
色えんぴつ画 25 点程度

半切写真 11 枚
マグカップ、小鉢、お皿、
ポット、花器など 50 名分の
自慢の作品群

１１月～１月
期

間

11 /２（月）～13（金）

15（日）～21（土）

22（日）～28(土)

29（日）～

12 /５（土）

12 /7（月）～12（土）

13（日）～１９（土）

20（日）～26（土）

１ /４（月）～９（土）

タイトル

区民の作品展示
絵画・書道・写真・文芸・
手工芸 等

「街の先生」登録団体活動紹介パネル展
金沢区民活動センター

パネル約 30 枚・チラシ・
その他

秋期絵画展
火曜会

会員および講師の絵画作品
展示（約 24 点）
会員募集チラシ配布

「第 4 回コラージュ・アート展」
金沢区「街の先生」前田 よし永氏
第 11 回ひまわり・あさひ合同写真展
あさひ写真クラブ
「自由」
さくら写真クラブ
「子どもの美術展＆宇宙」
さち子氏

金沢区「街の先生」飯村

新年に生ける私の花
金沢区「街の先生」荘 シルビア氏
「こころの電話金沢」の創立 20 周年の歩み

10（日）～16（土）

17（日）～23（土）

24（日）～30（土）

31（日）～ ２/６（土）

展示内容

団体・「街の先生」
第 32 回
金沢区民文化祭「区民の作品展」
金沢区民文化祭実行委員会

NPO 法人こころの電話金沢

コラージュアート作品、
額装パネル（大小）計 40 点
説明ちらし配布
ワークショップ
会員及び講師の写真作品展（半
切 32 点）

会員及び講師の写真展示

こどもの作品、青いとり作業所
の作品（共同制作）を展示
フラワーアレンジメントとい
けばなのコーディネート
創立 20 周年の記念誌
こころの電話金沢のリーフレット

パネル

金沢区はまっ子・キッズ作品展
金沢区はまっ子ふれあいスクール
チーフパートナー連絡協議会

壁面展示物、模造紙 30 枚
平面、机上展示物
工作

「みんなでつくろう！みんなの公園」
金沢区公園ボランティアの会

パネル、20 枚くらい

金沢区美術協会 春季展
金沢区美術協会
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会員展（春期展）
点数 40 点程度

２月～３月
期

タイトル
団体・「街の先生」

間

津軽の伝統工芸こぎん刺し展
２ /８（月）～ ２3（土）

金沢区「街の先生」小田

裕子氏

ハッピーアロマ・セレブレーション
14（日）～

22（月）～

20（土）

26（金）

金沢区「街の先生」岩本

明子氏

外国人支援活動の紹介
金沢国際交流ラウンジ

展示内容
こぎん刺し作品
バレンタイン、卒業、入学、イー
スター等、
冬から春先にかけての
楽しいお祝い事を、アロマテラピ
ー／香りで表現した展示
模造紙５～６枚

西金沢写友会写真展
西金沢写友会

会員および講師の写真作品展（半
切写真 計 10 枚）
会員募集チラシ配布

並木水彩サークル展
並木水彩サークル

水彩画（額装）20 点～25 点

14（日）～20（土）

『光と影』
フォト〝わいわい″

全紙 15 点
会員募集チラシ配布

21（日）～27（土）

和紙ちぎり絵
金沢区「街の先生」齊藤 由美子氏

28（日）～

３ /６（土）

３ /8（日）～13（土）

ちぎり絵の作品展示
ハガキ、短冊、色紙、ミニ色紙、
計 15 点

【お問合せ】
金沢区民活動センター
横浜市金沢区泥亀 2-9-1 金沢区役所２階
FAX：045-789-2147
TEL:045-788-7803
E-mail：kz-kumincenter@city.yokohama.jp

素敵な作品ばかり！
体験することもできます。
（お問合せください）
ぜひ、お越しください！
金沢区幸せお届け大使
“ぼたんちゃん”
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