
☎045-253-7805 moto-2-17-3@ezweb.ne.jp

吉田町のはずれ、大岡川沿いにあります。
涼やかな海風を感じながら、作品をお楽しみください。

●JR・市営地下鉄「桜木町」下車、徒歩 5分
●JR・市営地下鉄「関内」駅下車、徒歩 6分
●みなとみらい線「馬車道」駅下車、
　アイランドタワー口、徒歩 5分

☎045-201-8103

万国橋ギャラリー

RENEWAL  OPEN

☎045-211-1020 お問合せはホームページのメールフォームから

http://www.nakadori-gallery.com

心にのこる贅沢な空間

☎045-681-7255 

大小２つの画廊で個展、グループ展を・・・

楽Ⅰ（１F）展示面積 70㎡　壁面 32ｍ　天井高 2.55ｍ
楽Ⅱ（２F）展示面積 80㎡  壁面 37.7ｍ  天井高 2.65ｍ

raku@artstage-raku.com

http://www.artstage-raku.com

☎045-251-6177 info@frame-shimizu.jp

SHIMIZU
http://www.frame-shimizu.jp

☎045-681-0768

お問合せはホームページのメールフォームから

http://www.gallery-saiko.jp

貸画廊 展示者募集中

☎045-681-0768

☎045-231-1662

https://www.facebook.com/artspace.iwabuchi

第４回横浜開港アンデパンダン展

サインスポット展

第４回横浜開港アンデパンダン展

サインスポット展

第４回横浜開港アンデパンダン展

サインスポット展

c o n t e n t s

実 行 委 員 長 挨 拶

横 浜 市 長 祝 辞

出 展 目 録

第１会場　横浜市民ギャラリー

第２会場　伊 勢 山 皇 大 神 宮

平　　　　面

立　　　　体

インスタレーション

パフォーマンス



祝　　辞

　「第４回横浜開港アンデパンダン展」が開催されますことを心からお祝い申し上
げます。アートの振興に尽力されている横浜開港アンデパンダン展実行委員会の皆
様に深く敬意を表します。
　本展覧会は、様々なジャンルの作品が無審査で展示され、市民の皆様の自由な表
現の場となっています。横浜は、開港以来、西洋文化を取り入れて新しい文化を創
造し、発信してきた進取の気性の街です。これからも、芸術表現について、横浜か
ら新しい発見や方法が生まれてくる可能性が大いにあると思っています。
　また、横浜市では、地域課題の解決につなげる文化芸術活動をサポートするため、
文化芸術の持つ創造性をコミュニティやまちの活性化と結びつける文化芸術活動
や、横浜の個性ある文化芸術を市内外へ発信する活動を広く公募して支援する「地
域文化サポート事業『ヨコハマアートサイト』」を展開しています。「第４回横浜開
港アンデパンダン展」は今年度の採択事業の一つとして参画していただいており、
今回の展覧会で創造性豊かな作品が集まることで、驚きと感動に満ちた多くの出会
いが横浜の街で生まれることを期待しています。
　横浜市では、「文化のかおる活力のある都市横浜、人が集い交流するにぎわいの
ある都市横浜」の実現を目指し、文化と観光が一体となった施策を推進しています。
アートの魅力とともに、横浜の様々な魅力を多くの皆さまに広く伝えていきたいと
考えていますので、引き続きお力添えをよろしくお願い申し上げます。
　むすびに、本展覧会の御成功と関係の皆様の御活躍をお祈りいたしまして、お祝
いの言葉とさせていただきます。

横浜市長　　林　　文　子

第４回横浜開港アンデパンダン展に寄せて

　昨年、縁あって横浜の地へ引越して来ました。私が横浜開港アンデパンダン展の
実行委員になって、その運営の一端に加わるようになったのが 2011 年開催の第二回
展からで、今回の第四回展では、私が前任の浅野さんから実行委員長を引き継いで
初の開催となります。それまではずっと国分寺から横浜に通っていたわけですが、
横浜には熱い思いを抱いて作品制作に励む人たちが多いというのが私の実感です。
きっと他の地域よりもその温度はずっと熱く、その数も多いはずです。
　でもなぜ、横浜という街は私を引きつけて止まなかったのでしょう。勿論そういっ
た熱い人たちが多いということもありますが、私がこの横浜開港アンデパンダン展
実行委員会に参加しはじめの頃、実行委員の皆さんが快く受け入れてくれて、自然
と仲間意識を持てたことがそもそもの要因かもしれません。よく言われることです
が、文明開化の頃から横浜は外からやってくる人たちや異文化を受け入れるという
素地があって、またそういった今までと違ったモノを独自に発展させ得る地である
のだと思います。
　アンデパンダン展とは、その成立の過程から「無審査」「無褒賞」「自主独立」と
いう概念が基本精神で、その形式で開催される展覧会は我が国だけでも多く存在し
ます。しかし横浜開港アンデパンダン展では、非常にたくさんの専従ではない作家
が参加、発表してくれています。またその発表の場が一展覧会場に収まらず、街を
あげて展覧会場となるべく活動を続けています。ともすればその性格上、崩壊する
要素を持っているアンデパンダン展ですが、横浜開港アンデパンダン展では、今後
毎年開催も視野に入れており、まさしく独自の発展をみせている真最中にあるのだ
と思います。
　至らぬ私を叱咤激励して頂いた実行委員の皆さんと共に、ここに第四回横浜開港
アンデパンダン展が開催できることを喜んでいます。また同時に今後の横浜開港ア
ンデパンダン展の予想もできないような発展に胸を躍らせながら、今後も邁進して
いく決意を新たにした次第です。

横浜開港アンデパンダン展実行委員長　 宮　崎　和　之



I N D E P E N D A N T S   Y O K O H A M AWORKS

☎045-871-0980　　　 

額縁 油彩画、水彩画、版画、写真、刺繍、ポスター、書等の額縁
 から立体物や特別寸法も承ります。
画材 油彩画材、水彩画材、その他
額縁 企画展（油彩画、水彩画、版画、ハガキ絵等、いろいろお安
 く展示、即売致しております）
 貸画廊（個展、グループ展にご利用ください）

お洒落な額縁、いい画材、
絵画即売、いつも色々お安く。

☎045-252-7240　　　 matsukawa123564789@gmail.com

10月 10日＆11日に関内駅マリナード地下街にて
駅チカアート市 with 横濱ジャズプロムナードを開催いたします。
アート市、アートワークショップ、ジャズの生演奏あり。
ぜひ足をお運びください。
公式HP：http://maisyu-art.com/ekitika-2015101011/

☎045-263-8663　　　 art-truth@yccp.jp

◆素敵なアート作品との出会い◆
悲しいとき、嬉しいとき、くつろぎたいとき、つらいとき、聴きたい
音楽や読みたい本があります。それを心の糧として明日に向かって生
きてくことができるもの。心の糧となる大切な本のような、音楽のよ
うな、そんなアート作品。art Truth では、これからの人生の友として
かたわらに置いて楽しめるアート作品との出会いを提供いたします。

☎045-641-9318　　　 toiawase@sankichi.com

伝統的な画材と新しい画材に出会える店です。岩絵の具、
筆をはじめとした日本画材を豊富に取り揃えており、洋
画の額装も、お客様のご要望を満足させる、高い技術と
豊富な経験があります。
アートに関することなら是非一度ご相談ください。きっ
と満足のいく、サービスでお応えいたします。

☎045-681-5122　　　 お問合せはホームページのメールフォームから

JR・地下鉄 桜木町駅に直結している『桜木町 ぴおシティ』。
その B1Fにあるギャラリーです。
みなとみらい線 馬車道駅からも徒歩 3分。
横浜市内は言うまでもなく、東京からもアクセス抜群です。
お気軽にお問合せ下さい。

B1

☎045-261-3321　　　 mitsui.co.hayakawa@nifty.com

豊富な知識と経験で横浜の作家をお手伝いしています。
小さな店ですが別２階の倉庫に多くの額縁を取り揃えております。
ぜひ、絵、写真、刺繍、書、ポスターなど作品をお持ちください。
作品に合わせて額縁をお出し致します。
額縁の製作もしております。お気軽にお問い合わせください。

みつい画廊

☎045-651-5471　　　 galeria@tbz.t-com.ne.jp

絵画、書、工芸美術品等、地域の皆様の文化的展覧会、催し物等幅
広くご利用いただける貸しギャラリーです。横浜文化発祥の地であ
る「関内」駅前、「セルテ」の３階にあり、交通の便にも恵まれ、
情報の発信、提供の場としてご利用ください。

☎045-584-7208　　　 michiko.y@kuf.biglobe.ne.jp

作 品 目 録・・・横浜市民ギャラリー

NAME WORK_01 WORK_02 WORK_03
青木　和江 太古は何処へ・・・  

吾郷　越子 あじさいの頃 龍華寺のぼたん

浅野　恵 遠望 まなざし

浅野　茂登子 メイmono3kiwa2016Tobira  

浅野　康則 春仁 2015

浅野　幸江 飛龍

記憶の中の風景① 記憶の中の風景②

　木　勇 茨の冠を主にかぶせて

飴谷　和子 愛犬達へのレクイエム

飯沼　朗 明光

飯野　眞佐子 Tea Time 夏

移川　洋子 屋久島

生島　純子 いとしい人

池田　進 日と海 浮き玉と蓮の実

池田　紀子 直 斜曲

池田　実 ヒ－ロー 

池田　由佳 BELIVED 

石垣　伊佐子 私の想い

石川　武夫 青響Ⅰ 青響Ⅱ

石川　良子 ユリ アジサイ

石黒　園 sheep

石田　俊哉 D-750

一戸　忠治 明治からの消息（クラークの遺跡）   

伊東　佳枝 来去

岩本　幸生 変計体

安倍　君子

■平　面

NAME WORK_01 WORK_02 WORK_03
上田　佳子 ミモザ咲く 

上床　雅代 魚オトメテ -弐

上野　萩苑 薬師如来 

上野　巴瑠代 夏の日

内田　信 絆 絆

江口　壽一 奥日光の遊歩道 浅間山の秋 

江本　桃夏 静物 雪の結晶

王　菲 空無 遊最後の晩餐 

大久保　綾子 邂逅 ベネチアフラメンコ３

大久保　都代美 Yellow fantasy 夕刻の歓笑 

大栗　美郷 花が降る 

大坂　由里 Tea Time

太田　冨美子 雨催い

大滝　照平 白糸の滝 実りの秋冬韻

大竹　清江 北の海 一本の桜

大根田　恭子 rebirth

大村　三千代 ある風景 ゆめ

大森　洋子 ひまわり ひまわり

大類　直 茅ヶ崎の海 

小笠原　慶奈 すてきな花 かごの中の果物花びんの中の花

緒方　かおる 問う森

奥嶋　秀美 ハマの精れいの夏 ハマの精れいの秋

小倉　麻友子 パレード   

小美野　拓海 破天荒 ミラクルフラワー寂れた廃ビル

形田　みえ子 ヨ・コ・ハ・マ 

金子 久子 ある日

兼子　弘司 夏菜（1） 夏菜（2） 

亀ヶ谷　豊 弾ける

亀山　治代 域

川島　静子 とうがらし 白い蘭

■平　面

＊作品タイトルが「未定」のものは、申込締切の時点で作品の名称が決まってないものです。
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武蔵野美術大学校友会後援

1 月 28日（木）～ 2月 2日（火）
11 時～ 6時（初日 1時～ /最終日 4時まで）

ギャラリーぴおＢ1
（桜木町ぴおシティ地下 1階）

武蔵野美術大学出身作家による

神奈川支部神奈川支部
美味しい手作りパンと洋菓子を
召し上がれ。
〒233-0004
横浜市港南区港南中央通 5-15
☎／ FAX 045（845）5956

☎045 - 6 62 - 7 594
営業時間10：30～19：00
定 休 日 火曜日・第２月曜日

●洋服のリメイクオーダー
●和服のリメイクオーダー
●寸法直し
　　　　　お受け致します

あなたにお似合いの着心地の良い洋服をお作りします。 ※その他洋裁のことなら何なりとご相談下さい

坂 尾  史 子

萩  姉妹店

横浜関内駅南口

☎045-651-1788

新鮮！手作りサンドイッチ
サンドーレ
ホームパーティー用盛り合わせご予約承ります。
横浜市金沢区釜利谷東216-32  トライアンジュ文庫１階
金沢文庫駅西口横浜銀行並び　金沢区美術協会会員の店

☎045-781-4812
〒233-0004横浜市港南区港南中央通5-15　☎／ FAX 045（845）5954

もっと美しいヘアスタイルのために・・・

桜木町ぴおシティ地下 2階

横浜市中区桜木町 1-1

☎ 0 4 5- 6 8 1- 2 5 3 8
中華麺類から定食、タイ料理まで、
エスニックをリーズナブルにご堪能いただけます。
作品鑑賞のおついでに、是非一度お立ち寄りください。 045-641-1380

NAME WORK_01 WORK_02 WORK_03
岸本　千恵子 ほほえみ しずか

北村　時夫 流れて

木本　淳 YOKOHAMA   LANDCLUISINGⅢ

熊ガイ　タケシ かたらい

栗田　裕子 記憶のカーブ

黒田　オサム チンプンカンプン  チンプンカンプン

小泉　久美子 ジャズ

小島　毅 響

小島　翠 ファミりー 

小林　昭一 秋の白樺林 秋の山里

小林　美玲 机の花 虹と花夏の花

近藤　照子 ぼくのひつ 

近藤　俊子 小江戸

斎藤　照子 nosutalgia 

佐々　順子 青龍 躍龍 .Ⅱ躍龍 .Ⅰ

佐々木　徹郎 杉本観音寺 

佐々木　義文 駄馬も解放平和へ

佐藤　志津子 作品 -A 作品 -B

佐藤　翔 水平線バード

佐藤　民代 憩う 散歩道可憐な装い

佐藤　美代子 未定

里見　和子 Dream

座間　恵子 優美

鮫島　直子 市場の朝

佐山　優子 海風のメッセージ

志智　登志子 赤いバラ 黄色いバラ 

品川　成明 気

清水　さち子 ベイブリッジ　ちゃーぶ！  

清水　忠 遠い記憶 16-2 遠い記憶 16-3

清水谷　幸子 音風景 -S  アラベスク 

■平　面
NAME WORK_01 WORK_02 WORK_03
下井　美智子 未来（Ⅰ) 未来（Ⅱ) 

下鶴　雪子 遊

シュウ　オカモト こくどーの椅子に座すぼくとワン子くん こくどーの椅子に座すmonet とワン子くん

神野　聡 春の誌 秋日和 

杉村　倉太 「モノリスの憤怒を掲げ」 

鈴木　忠義 霊峰富士

鈴木　奈穂子 未定 未定

鈴木　由加里 未定

角南　夙子 森

瀬川　行弘 結婚 50年の歩みと皺 

高島　豊 癒絵

高橋　英介 谷川の芽吹き

高橋　和子 パグ犬パックン パグ犬パックンと旅

高橋　朋子 響き

滝川　隆 転生

竹下　和久 ビン マジョリーシカ

滝沢　洋子 コスモス

武田　由紀子 想

田中　はる子 漓江雨情

谷本　恵子 牛

玉生　一江 太陽へのご挨拶

田村　敏子 何を見た？ 

筒井　元美 紅

妻木　由利子 うめはる 

戸栗　多恵子 首里は碧い海を譲りて 翔びたいニャー美ら海の仲間たち

床爪　扶美子 英国の石作りの村

殿岡　スミエ ひととき やすらぎ

TOMOKO（金塚知子） HINAMATSURI

内藤　茂子 Hello Heaven

内藤　敏子 時計草  石山観音菊 

■平　面
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１メートルのぐるぐる羊肉ソーセージ045-641-6950/ 中区山下町 214-2F  http://shorttrip.info

旅人が世界中で見つけてきた、美味しい料理とお酒が楽しめるお店。
アラビックな空間で食べる羊料理が大人気。
旅の写真や絵画の展示会、スペイン語教室、アクセサリーワークショップ、
旅人飲み会等の旅にまつわるイベントも多数開催。

旅カフェ＆バル

久保井 清彦・好美
〠253-0804 藤沢市湘南台 2-18-11
 T E L : 0466-43-1458

祝！第４回横浜開港アンデパンダン展

●湘南台駅西口小田急線路沿 藤沢方面へ徒歩３分
お問合せはホームページの
メールフォームからOYAMADAは国内に数少ない、自社検査で納品を行う金属加工商社です。

☎045-785-3511

決してインドではない、ネパール料理専門店

I = IntelligenceM = MotivationE = Energetic

TWITTER : @eminepalFACEBOOK : www.facebook.com/eminepal
〒231-0048 横浜市中区蓬莱町 2-6-7 平和不動産ビル 1階　Tel & Fax：045-263-4145

NAME WORK_01 WORK_02 WORK_03
内藤　洋子 棚田 瓶’S樹

中神　ふみ子 記憶の中の未来

長崎　羊子 「その手を・・・」

中田  節子 ミミ 待ち暮れて

長田　百合子 空（くう） 気（き） 

中村　賢一 波濤の昔 今の平和

Ｎａｔｓｕ クレイジーパッチワークNo.1 クレイジーパッチワークNo.2

濤川　典子 古都バクタプルの子供たちⅠ 古都バクタプルの子供たちⅢ古都バクタプルの子供たちⅡ

成澤　朱美 梦Ⅰ 梦Ⅲ梦Ⅱ

丹羽　泉 日常

野口　俊之 時を忘れて 望みを託して

野地  暎人 永遠を求めて

野村　千晴 花束 道ばたの花 大好きな花

野村　実奈 花束 うさちゃん大好きなるっちゃん

萩原　良昭 未定

羽佐間　英二 白銀の連峰 川辺の寒村 

橋本　照子 未定

服部　倫子 季節からのたより

林　晶子 Wonder Land

林　奈保美 Vemove 

原　尚利 スペース

原澤　泰子 刻

平林　静子 composition  

藤田　久美子 Composition-Ⅰ Composition-ⅢComposition-Ⅱ

藤浪　成喜 シノンの春 

藤茂　芳江 刻

藤原　アツ 遠い日

古崎　稲子 pillowcase

星野　恵子 五大ｰ地球とその対話プロジェクト   

細井　京子 森の妖精

■平　面
NAME WORK_01 WORK_02 WORK_03
細貝　義昭 オレンジの風景

堀江　忠男 清流

本田　陽子 RED＆BLACK

前島　篤子 蕗 秋

真木　欣一 時代を編む１ 時代を編む 2

槇本　薫 未定

真下　典子 ボクの居る場所

又野　きよみ ブレインストーミング はじめのおわり

松浦　昌明 SPACE in Japan

松本　幸一 山居倉庫

松本　真一 東で魚について考える

松本　美伸 静物

三浦　慶子 トレッキング

三浦　真弥子 椿 アウルの城 

宮崎　和之 新天地

宮田　博子 Orang 物乞い愛の代償

向井　礼子 なるくん 早春の妙高

村上　昭子 未定

村上　正 十勝岳の青い地 白い百合

森　繒衣 夏の花たち

森中　小百合 私の町 ボトル読書のあい間に

八木　基治 虚像A 虚像C虚像B

八木　由美 幼い頃を過ぎて

保田　輝子 挑戦 穏やかな道のり

柳沢　たつ子 滄海

山口　武夫 生きる（Ⅰ） 生きる（Ⅱ）

山﨑　久男 八月の八方尾根 自然の美 

山崎　ほのか たのしい家 大きな花

山田　ネミ 8月の昼下がり（駒ヶ根） 夢想の女

山田　宏 答えは吹く風のなかに   

■平　面
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◎JR関内駅北口１分 ◎市営地下鉄関内駅２分

第４回横浜開港アンデパンダン展

サインスポット展

第４回横浜開港アンデパンダン展

サインスポット展

第４回横浜開港アンデパンダン展

サインスポット展

WORKS
NAME WORK_01 WORK_02 WORK_03
飯田　知子 未定

飯田  嘉子 未定

岩原　訓代 揺れる？揺れない？

尾崎　めぐみ 未定

千正博一、澄子 無題（共同作品）

宮崎　藍子 ある日の風景

薬王寺　太一 無題

渡邉　知平 FUTAKAMIYAMA

飯島　鼎甫 胎（はらごもり）

三田　彩織 未定

山本修子 初陽（しょよう）

東　靖光 東屋へ

小泉　さかえ 未定

渡辺　珠菜 春

斎藤　扇玲 未定   

崎本　扇崩 未定

堂免　和実 祥（Sho）     

高瀬　久美子 トラ（王者） シャンゼリゼ

浦　刀聖 剣舞一刀流 舞 

NAME WORK_01 WORK_02 WORK_03
横倉　洋子 未定

横山　智子 野ぶどう

吉原　幸子 刻

和出　静江 紺い花びん 帽子とひまわり

遠山　紗記子 金キラの行方（平面と立体のコラボ）

阿曽沼　明 DOUBLE  CAT

久保田　謙一 夢の中

久保田　晃二 女

後藤　キミ子 「道」

鹿田　五十鈴 untitled  161

岩渕　ケイ子 咲く花

岸本　凌幾 未定

稲木　秀臣 成長A 成長B

宇井野　和成 想念　Episode2  

西山　彰 FISH　MKⅡ

堀　篤子 家族の記憶１

三觜　久枝 以義存心以敬処事以義 

Makime Ｊun + ホワイトダイス HEI・SHIN 

新藤　ぶきち 平面プロレス

村田　訓吉 地球向上委員会

渡部　宏明 Trip of Magnolia Leaves of the cidan

■平　面

■立　体

■インスタレーション

作 品 目 録・・・伊勢山皇大神宮

懇 話 会
2016 年 1月 26日（火）／市民ギャラリー 4Fアトリエ

14：00開場　　14：30～ 16：30

テーマ「伊勢山界隈＆横浜アート未来」
司会／稲木秀臣

パネリスト／金澤　毅・藤嶋俊會・宮田徹也

どなたでも自由に参加できます

＊作品タイトルが「未定」のものは、申込締切の時点で作品の名称が決まってないものです。



駐車場上フリースペース
（1/30　パフォーマンス会場）

中　庭

記念館ロビー

本殿

↑桜木町方面

日
ノ
出
町
方
面
↓

横浜市民ギャラリー

尾崎めぐみ
飯田　知子
飯田　嘉子
堂免　和美
宮崎　藍子
高瀬久美子
飯島　鼎甫
渡邉　知平
岩原　訓代
薬王寺太一

東　　靖光
渡辺　珠菜
小泉さかえ
崎本　扇崩
斎藤　扇玲

千正　博一
千正　澄子
山本　修子
三田　彩織

横浜開港アンデパンダン展パフォーマンス・イベント

2016年

タイムスケジュール＆出演者

（日）１31
12：00～12：50 黒田オサム・ユニット ホイト芸
12：50～13：30 浦　刀聖 剣舞
13：30～14：00 市村葛空（平面プロレス） 大道書道
14：00～15：00 平面プロレス プロレス・パフォーマンス
15：00～16：00 万城目純 make a team Makime and ＋ alpha 舞踏

山門入口

伊勢山皇大神宮
横濱総鎮守

～汽笛の聞こえるお伊勢さま～

（横浜開港アンデパンダン展 第２会場）

　伊勢山皇大神宮は、明治３年に当時の県知事の建白により、新興
都市・横浜の総鎮守として創建されました。
　創建の祭礼は、政府の命令により３日間に渡って盛大に執り行わ
れました。この祝祭の興奮と歓喜を通じて、移住者が中心であった
横浜の住民たちは初めて連帯感を得て、「横浜市民」としての自覚
と誇りを意識することになったのです。　
　横浜市民の守り神である伊勢山皇大神宮は、市民による市民のた
めの美術展・第４回横浜開港アンデパンダン展の開催を寿ぎお慶び
申し上げます。

http://www.iseyama.jp/
伊勢山皇大神宮 検索



第４回 横浜開港アンデパンダン展

横浜市民ギャラリー

2016 年 1月 26日（火）～２月１日（月）
10：00～18：00（初日 13：00から、最終日 15：00迄）

▼主催 横浜開港アンデパンダン展実行委員会

▼後援 横浜市文化観光局

 神奈川県

 公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団

 読売新聞横浜支局

 朝日新聞横浜総局

 毎日新聞横浜支局

 産経新聞社横浜総局

 神奈川新聞社

 FMヨコハマ

横浜市地域文化サポート事業・
ヨコハマアートサイト 2015助成事業

サインスポット展 開催中
2015年 7月 1日～2016年２月２日 /市内ギャラリー

第４回横浜開港アンデパンダン展
作　品　目　録

〠231-0016 横浜市中区真砂町 3-33 セルテ 11F
よこはま市民共同オフィス内
連絡先：070-6646-3977（宮崎）

発行

UR L　h t t p : / /www . i n d e p e n d a n t s . j p

発行日：2016 年１月 26日
制　作：株式会社 かながわアド
印　刷：株式会社 横浜プリント

ご自身のご葬儀について考えてみること、
それは残される方々への心遣いでもあるのです。

著名人の散骨の例
■国内
 沢村貞子（相模湾）
 横山やすし（宮島競艇場）
 hide（ロス近郊の海）
 荒井注（オーストラリア・ケアンズ）
 石原裕次郎（湘南）
 梨元勝（東京湾）
 立川談志（ハワイ）

■海外
 ヴィヴィアン・リー
 エドウィン・ライシャワー
 アルベルト・アインシュタイン
 フレディ・マーキュリー
 リバー・フェニックス
 マリア・カラス
 ジョージ・ハリスン
 ジャニス・ジョプリン
 鄧小平

24時間
受　付 〠220-0055 横浜市西区浜松町 12番 5号

FAX：045-242-5103

ceremo-nisiyoko@hotmail.co.jp

セレモ西横
URL  http://ceremo4949.com/


