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横浜市民ギャラリーの
「新・今日の作家展2018 定点なき視点」は、10月８日まで開催。

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2018 ～
2019」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2018年8月15日現在のものです。）　
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横浜髙島屋美術画廊 ☎311-5111 C-⑨
松浦浩之展
9/26～10/2［休］無し［内容］平面
吉水快聞展
9/26～10/2［休］無し［内容］彫刻
髙島屋美術部創設110年記念 青渕会日本画展－標－
10/3～9［休］無し
角 有伊 漆芸展
10/3～9［休］無し
髙島屋美術部創設110年記念 襲名記念 五代 眞清
水藏六 茶陶展
10/10～16［休］無し
髙島屋美術部創設110年記念 文化功労者 今井政之 
米寿展
10/17～23［休］無し［内容］陶芸
北川宏人展
10/24～30［休］無し［内容］立体
技と和みの木彫展
10/24～30［休］無し 
髙島屋美術部創設110年記念 －雪月花－ 花二十題
10/31～11/6［休］無し［内容］日本画　 
横浜人形の家 ☎671-9361 A-67
「Kawaii展」バービー・リカちゃん・ブライス・ジェ
ニー・momoko
9/8～11/18［休］月曜（祝日の場合は開館、翌日休
館）[内容] 世代を超えて愛されてきたファッション
ドールたちに横浜人形の家で会える！  
横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A-69
第31回 彩和会展
9/27～10/2［休］無し［内容］主催＝彩和会
グループ森 植物画展
10/4～9［休］無し［内容］主催＝グループ森
第28回さわらび会 水彩画展
10/11～16［休］無し［内容］主催＝さわらび会
第8回イチイチ展（絵画展）
10/18～23［休］無し［内容］主催＝イチイチ会
第38回 横浜能面展
10/25～30［休］無し［内容］主催＝面の会・代表 岩
崎久人

横浜美術館 ☎221-0300 A-71
横浜美術館コレクション展「モネ　それからの100
年展に寄せて」「幻想へのいざない　駒井哲郎展を
きっかけに」
7/14～12/16［休］木曜 [内容]会期の異なる2つ
の企画展と関連し、2つのテーマで構成。展示室休
室9/25～10/12
駒井哲郎－煌（きら）めく紙上の宇宙
10/13～12/16［休］木曜［内容］現代銅版画の先駆
者である作家の版画作品や詩画集等約210点と関
連作家作品約80点

横浜本牧絵画館 ☎629-1150 B-46
岩田榮吉の世界 フェルメールへの憧憬
10/20～1/21［休］火曜、年末年始（12/28～1/3)
［内容］油彩（写実絵画）

横浜みなと博物館 ☎221-0280 A-72
企画展「絵本でたのしむ 海と船」
10/20～12/9［休］月曜（祝日の場合は翌日）[内容] 
海・船をテーマにした絵本、絵雑誌、原画を中心に展
示。絵本作家のワークショップ等あり

横浜市民ギャラリー展覧会情報 ☎315-2828　※会期・時間等は事前にご確認ください 
新・今日の作家展2018
9/21～10/8 ［B1F/1F］
［主催］横浜市民ギャラリー［内容］社会や人々の意
識のなかにある見えない境界に向き合い、制作を通
じて自己と他者が共鳴する場を生成する作家を紹介
みずゑ秋季展
9/25～10/1 ［3FA］
［主催］爽蒼美術協会［内容］準会員、会友による水彩、
パステル10号～30号 約40点
横浜水彩同好会展
9/25～10/1 ［3FB］
［主催］横浜水彩画同好会［内容］横浜で水彩画を楽
しむ35人のグループで、6号～20号を70点
第58回アーネスト美術展
9/25～10/1 ［2F］
［主催］アーネストクラブ［内容］油彩、日本画、立体
等 約60点
風景スケッチ展
10/2～10/8 ［3F］
［主催］横浜・鎌倉スケッチ会［内容］国内外の風景
スケッチ（水彩）約200点
神奈川県警察職員美術展
10/3～10/8 ［2F］
［主催］一般財団法人 神奈川県警友会［内容］県警察職
員や警察OBが余暇に特技を活かして創作した作品
第11回 え塾展
10/9～10/14 ［3F］
［主催］横浜美術学院/え塾［内容］絵画教室え塾に
よる、油彩・水彩・日本画等

第10回 現代ルネッサンス美術展
10/9～10/14 ［2FA］
［主催］現代ルネッサンス美術会［内容］リアリズム
絵画、油彩、水彩、パステル等100点
2018年 第29回 神奈美会員展
10/9～10/14 ［2FB］ 
［主催］神奈川美術協会［内容］会員の日頃の創作活
動の作品。絵画、陶芸、工芸等
第58回 神奈川旺玄展
10/16～10/22 ［全展示室］ 
［主催］一般社団法人 旺玄会 神奈川支部［内容］200
号以下の油彩、水彩、日本画、版画、約170点
第50回 神奈川現展
10/23～10/29 ［2F/3F］
［主催］現代美術家協会 神奈川支部［内容］現代を
テーマに、油彩を中心に工芸、写真、立体、約100点
あとれす展 2018
10/23～10/29 ［1F］
［主催］絵画教室 あとれす横浜［内容］教室会員によ
る作品発表展。多彩なテーマ・技法による約80点
第30回 雨聲会 横浜書展
10/24～10/29 ［B1F］
［主催］雨聲会横浜支部［内容］子供～大人の作品を
展示。原 杉風遺墨展も開催
第74回 ハマ展 （裏面に広告あり）
10/31～11/12 ［全展示室］
［主催］横浜美術協会［内容］会員、会友、一般応募者
の入選作品

岩田榮吉《イーゼルの前の自画像》1969
油彩・キャンバス

ギャラリーめぐり

ホームページでも情報公開 !
http://ycag.yafjp.org/

横浜市民ギャラリーの収蔵作品を毎月紹介します

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／URL: http://ycag.yafjp.org/

デザイン：ふじたおさむ

浜口タカシ《車内風景》
1972年／ゼラチン・シルバー・プリント／ 36.7×49.8cm

●ホームページで作品解説をご覧いただけます

浜口タカシ氏（1931年静岡県生まれ、1997年横浜文化賞他受賞多数）は、
2018年8月11日にご逝去されました。心よりご冥福をお祈り申し上げます。
※横浜市民ギャラリーでは浜口タカシ氏の作品を44点収蔵しています。
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art gallery, on the wind ☎251-6937 A-③
第10回アジアの華展2018
10/6～21［休］月曜～金曜［内容］女子美術大学の
アジアからの留学生による展覧会
Art Gallery 山手 ☎628-0267 A-④
パステルの中の動物たち 山中翔之郎 個展
10/3～9［休］無し 
齋藤優子 ボタニカルアート展
10/11～16［休］無し  

華彩洋子展 ～ヨコハマの風と薫り～
10/18～23［休］無し［内容］横浜山手や薔薇等の水
彩画
ATELIER K・ART SPACE ☎651-9037 A-⑨
Ute seifert 展－im dazwischen－
9/28～10/9［休］10/1［内容］屏風折り小冊子、絵
画シリーズ、写真シリーズ等30点　ウテ、セイフェ
ルト-その間- 
小堀令子展ー the-net ー
10/13～28［休］月曜［内容］ペンによる点描画を中
心に水彩等25点　  
1010美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑩
まつい由美子 個展 LOST IN LANDSCAPE 2018
9/15～10/7［休］水曜［内容］絵画、立体
岡本順子 個展
10/13～27［休］水曜［内容］平面、ミクストメディア 
岩崎ミュージアム・ギャラリー ☎623-2111 A-⑪
秋の図書館
9/27～10/28［休］10/1、9、15、22［内容］版画と
本と言葉の親密さを呼び覚ますための、版画家たち
の作品展
VAN展
10/31～11/11［休］11/5［内容］太平洋美術会版
画部の会員、会友によるグループ展 
MZarts ☎315-2121 A-⑫
安部泰輔展「怒りと欲望」
9/21～10/28［休］月曜、火曜、水曜（休日除く）[内
容] 人形、絵画等
エリスマン邸 ☎211-1101 A-⑬
カメラのおじさん山手港町散歩
10/1～6［休］無し  [内容]写真
ハロウィンホラーナイト 2人のイラスト展
10/8～9［休］無し［内容］イラストレーション
高宮水彩画教室 作品展
10/12～17［休］無し 
ニューヨークの 緑・花・ガーデニング写真展
10/20～21［休］無し

神奈川県立金沢文庫 ☎701-9069 B-⑤
特別展「西湖憧憬－西湖梅をめぐる禅僧の交流と
15世紀の東国文化－」
9/22～11/11［休］月曜(10/8開館)、10/9［内容］
舶載された水墨画、雲谷派や狩野派によって描き継
がれた西湖図や瀟湘八景図を中心に展示
カフェ・ギャラリーリンデン ☎532-5288 B-⑦
金田愛里 切り絵展「あなたがおしえてくれた」
10/17～23［休］無し［内容］切り絵作家の個展。売
り上げの一部を保護団体に寄付

画廊 楽 ☎681-7255 A-㉑
森田克良 森田雅秋 二人展
10/1～7［休］無し［内容］油彩（会場 画廊楽Ⅰ）
轍展
10/1～7［休］無し［内容］油彩、水彩（会場 画廊楽Ⅱ）
えんどう豆の会
10/8～14［休］無し［内容］油彩、水彩（会場 画廊楽Ⅰ）
アズビル・ヤマタケアート展
10/8～14［休］無し［内容］油彩、水彩（会場 画廊楽Ⅱ）
星輝会
10/15～21［休］無し［内容］油彩、水彩（会場 画廊楽Ⅰ）
木曜会
10/15～21［休］無し［内容］油彩、水彩（会場 画廊楽Ⅱ）
騎虎の会 
10/22～28［休］無し［内容］油彩、水彩（会場 画廊楽Ⅰ）
M&Y版画展
10/22～28［休］無し［内容］版画（会場 画廊楽Ⅱ）
Leaves展
10/29～11/4［休］無し［内容］水彩、アクリル（会
場 画廊楽Ⅱ）   
ギャラリーKAN ☎641-4751 A-㉔
色無き風に誘われて「秋の創作展」
9/25～10/7［休］月曜［内容］古布、手編み、裂き織
り等 5名の手作り作品 約500点
布あそび「着物をリメイクした洋服展」
10/16～21［休］無し［内容］手作りのベスト、チュ
ニック、ブラウス等 約130点
甦える古布「田中みち子展」
10/30～11/2［休］無し［内容］ドロ大島紬の着物
を洋服にリメイク。バッグ、小物等 約100点
ギャラリーこやま ☎545-1105 B-⑫
絵画などのふたり展
10/12～21［休］10/18［内容］都守太朗、樋口多衣
子による水彩、アクリル等
ギャラリーダダ ☎461-1533 C-②
丸山学 水彩画展
9/26～10/2［休］無し［内容］滲みぼかしを生かして
石谷正良 水彩画展
9/26～10/2［休］無し［内容］風景
中村栄 水彩画展
10/3～9［休］無し［内容］光や風を感じて
中谷国雄 水彩画展 
10/3～9［休］無し［内容］風景
高橋鈴子 水彩画展
10/10～16［休］無し［内容］花、風景
パステル画教室作品展
10/10～16［休］無し［内容］主宰 牧野瑠璃子
ローズドレ展
10/17～23［休］無し［内容］水彩画グループ展（風
景、静物）
それぞれの想い４人展
10/17～23［休］無し［内容］水彩画グループ展（主
に風景）
押し花展
10/24～30［休］無し［内容］花の美しさをいつまで
も、他にレカンフラワー等
寺田幹彦展
10/31～11/6［休］無し［内容］亡き夫の作品を奥
様が展示
ギャラリー日吉 ☎561-2009 B-⑬
奥マリ子作品展
10/3～8［休］無し［内容］油、生物
いなもといくえニット展
10/10～15［休］無し［内容］猫や花のあみこみニッ
ト。帽子、手袋、小物等
緒方眞太郎 回顧展
10/18～23［休］無し［内容］水彩。人物、風景
写真展 はまぎく
10/26～28［休］無し［内容］グループ展
gallery fu ☎070-6429-8597 A-㉛
Art Bazaar「いいね！アートな生活。」
10/5～21［休］月曜［内容］アートのある暮らしを
始めたいと思っている人のための展覧会

鶴見画廊 ☎584-7208 B-㉑
木村優博 個展
9/27～10/6［休］10/2［内容］油彩
法政オレンヂの会
10/11～16［休］無し［内容］法政二校・法政女子高
美術部OB・OGによるグループ展
第11回ルナ展
10/24～29［休］無し［内容］竹村健先生指導による
木版画グループ展
東急百貨店たまプラーザ店 4階アートサロン
 ☎903-2441 B-㉓
小林渡 作陶展
9/27～10/3［休］無し［内容］はるな陶房童心窯を
主宰する作家の作品を展示販売   

た行

シルク博物館 ☎641-0841 A-44
第25回 全国染織作品展
10/20～11/25［休］月曜（祝日の場合は翌日）[内容] 
全国から募集し入選した染織作品
そごう横浜店美術画廊 ☎465-5506 C-④
ガレ、ドーム展
9/25～10/1［休］無し［内容］アンティーク
佐藤和彦 陶展
9/25～10/1［休］無し
比翼の会
10/2～8［休］無し［内容］日本画
島根清 油絵展
10/2～8［休］無し［内容］洋画
近代工芸逸品展
10/9～15［休］無し［内容］陶芸
平岡良 日本画展
10/9～15［休］無し
川端文男 作陶展
10/16～22［休］無し
佐藤龍生展
10/16～22［休］無し［内容］日本画
河嶋淳司展
10/23～29［休］無し［内容］日本画
アンティーク・ズー・コレクション 西洋骨董 動物園
10/30～11/5［休］無し 
三浦ひろみ作品展
10/30～11/5［休］無し［内容］洋画

さ行

仲通りギャラリー ☎211-1020 A-47
阿部弘太郎展
10/8～13［休］無し［内容］平面作品15点
高村喜美子展
10/22～27［休］無し［内容］白日会会員による油彩、
スケッチ、デッサン25点
日本郵船歴史博物館 ☎211-1923 A-48
企画展「図案家たちの足跡」
7/21～10/28［休］月曜（祝日の場合は翌平日）[内
容] ポスター・カレンダーのデザインを手がけた図
案家たちに焦点を当て作品を紹介。講演会やワーク
ショップあり
爾麗美術 ☎222-4018 A-50
黒騎士展15回・秋 I 能登茂行 個展　
9/22～10/1［休］9/26 
黒騎士展15回・秋 II 黒騎士
10/6～14［休］無し［内容］安斎アヤ子、杉村倉太、
永田昌彦、能登茂行、星野鐵之（1939-2018)、山本
治美、鈴木正道、又村 統
阿部 守展
10/20～11/4［休］水曜［内容］「鐵」立体 

三浦賢一 油彩画展
10/4～10［休］無し［内容］ウィーン在住作家の新
作を含む油彩約20点を展示販売

渡辺功 日本画展
10/11～17［休］無し［内容］東京芸大日本画科を卒
業した作家の花や風景、抽象を内面から具象化した
作品
棟方志功 作品展
10/18～31［休］無し［内容］民芸の作家達との交流
の中で仏教や古典文学等の知識を深めながら、独自
の表現スタイルを切り開いていった作家の板画（木
版画）や倭画（直筆）を展示販売

な行

は行

グループ展（写真）「横浜の光と影」
10/26～28［休］無し［内容］生越文明「背景力アッ
プモノクロ（写真）ワークショップ」終了展。7人の
受講生によるモノクロ作品
ギャラリーミロ ☎251-5229 A-32
よこはま第26回 国際墨絵作品展
10/1～7［休］無し［内容］墨絵のグループ展。代表 
柘植裕子
早川市子 個展
10/8～14［休］無し［内容］風景等。アクリル
エクリュ
10/15～21［休］無し［内容］第19回を迎えるグルー
プ展。油彩、水彩、ちぎり絵
ル ヴァン展
10/22～28［休］無し［内容］第15回を迎える香取
玲子先生の教室展。油彩、水彩、アクリル、鉛筆画
風響会 日本画展
10/29～11/4［休］無し［内容］第37回を迎えるグ
ループ展
ぎゃるりじん＆Chiyo’s ☎681-5900 A-36
うつわの行方 木谷畑直美
10/2～7［休］無し［内容］陶芸 会場Jin/Chiyo’s
神山豊 個展
10/9～14［休］無し［内容］木彫 会場Jin/Chiyo’s
たかのかつら
10/16～21［休］無し［内容］平面、インスタレーション
スコーピオンズ
10/23～28［休］無し［内容］アクリル、水彩

みつい画廊 ☎261-3321（ハヤカワ画材店） A-59
堤あかし 水彩画展
10/1～7［休］無し［内容］約30点
平山礼子展
10/8～14［休］無し［内容］水彩 約25点
第36回モーヴ展
10/15～21［休］無し［内容］朝日カルチャー板東道
美油絵教室有志 油彩 約45点
YSK 絵画同好会 絵画展
10/22～28［休］無し［内容］油彩、水彩等 約45点
 みなとみらいギャラリー ☎682-2010 A-60
第34回 かもめクラブ写真展
9/25～10/1［休］無し
第26回 金沢フォトクラブ写真展
9/25～10/1［休］無し
第17回 JABA作品展 サンドブラストアート展
10/2～7［休］無し［内容］冬をテーマにした作品
難波田元展
10/2～8［休］無し［内容］絵画
第15回 文化書道学会 支部展
10/9～15［休］無し 
福井邦夫 絵画個展
10/9～15［休］無し［内容］油彩、水彩
2018 サロンデザール横浜展
10/10～15［休］無し［内容］絵画
彩友会展
10/16～22［休］無し［内容］油彩、水彩
第12回 アトリエMoNo 絵画展
10/17～22［休］無し［内容］絵画、立体
花と遊ぶ Jue de Fleurs
10/17～22［休］無し［内容］生け花
慈翆会 仏画展
10/23～29［休］無し
梶山文伸 木版画展 2018
10/23～29［休］無し
パステル画 みらい展
10/24～28［休］無し
KIKUNAアトリエ絵画造形教室 群青展
10/30～11/5［休］無し［内容］絵画、立体
アトリエグラスバード ガラス工芸教室展 2018
10/31～11/4［休］無し 

ま行

万国橋ギャラリー ☎201-8103 A-53
2018 YOKOHAMA (25)
9/25～10/1［休］無し［内容］絵画、立体
2018 アンデパンダンSM展
10/23～29［休］無し［内容］サインスポット展参加展
美術画廊 ギャラリー桜木町 ☎261-8171 A-54
第23回 春田景子となかまたち展
10/8～14[休] 無し
伽瑚 個展
10/23～28[休] 無し
f.e.i art gallery ☎325-0081 C-⑤
しょうじこずえのてんらんかい－色に神様が宿る－
10/1～16［休］土曜、日曜、祝日［内容］糸・布・木・
ペンなどを素材とし、縫い・貼り・彫り・描くスタイ
ルで作品を生み出す作家の展覧会
須藤和之展－風の風景－
10/22～11/2［休］土曜、日曜、祝日［内容］小さな
生き物を中心として、季節と風をテーマに制作を続
ける日本画家の個展　　　

山手111番館 ☎623-2957 A-62
100人のリースの会2018  10/5～9［休］無し 
花と人形の世界 童話編
10/12～17［休］無し［内容］パン粘土人形、花、純
銀アクセサリー、トールペイント
猫に魅せられて－写真とパステル画４人展－ 
10/19～24［休］無し 
USAUSA WORLD BEYOND あべあやこイラスト
原画展
10/26～31［休］無し
横浜開港資料館 ☎201-2100 A-64
戊辰の横浜 開港都市の明治元年
7/21～10/28［休］月曜（祝日の場合は開館、翌日
休館）[内容] 戊辰戦争の影響を受けた明治元年の横
浜の情勢を、錦絵、古写真、イラスト、手紙等で紹介
横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場
 ☎771-1212 B-㉛
絵師田熊順 回顧展
10/3～8［休］無し［内容］昨年他界した作家の「花」の
作品を中心に。田熊順、原澤丈二、原澤夏子、東 忠夫
横浜市港南区民文化センター ひまわりの郷
 ☎848-0800 B-36
2018フォト司写真展
9/27～10/3［休］無し［内容］ネイチャーからスナッ
プまで 57点
横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール
 ☎511-5711 B-38
彩友会透明水彩画展
9/26～10/1［休］無し［内容］彩友会会員作品。土橋
小夜子、蔵重久美子、森崎昭子 他
ぐるーぷ遊画 水彩画展
10/10～16［休］無し［内容］風景、静物、人物。佐藤
光男、澤野達郎、柳川俊夫
U-Bi展
10/20～26［休］無し［内容］学生時代の仲間による
第2回発表会。中山裕、喜久田尚美、伊東信也
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ 
 ☎866-2501 B-40
第13回とつか美術会公募展
9/26～10/1［休］無し［内容］戸塚区内外の美術愛
好家による自由参加の公募展
第24回 千墨会水墨画展
10/3～8［休］無し［内容］花鳥、山水風景画 約130点
平成30年度（第25回）戸塚ふれあい文化祭
10/12～18［休］無し［内容］絵画、書道、華道、陶芸、
手工芸等
魔女とその仲間たち展
10/23～29［休］無し［内容］魔女のアトリエ展覧会
第26回 水彩画梢展
10/30～11/5［休］無し［内容］絵画仲間たちの作
品 約80点
横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-42
ショーケースギャラリー 松田直樹展
9/22～12/16［休］10/22、11/26［内容］立体、イ
ンスタレーション、パフォーマンス等の活動を展開
する作家の作品展
あざみ野コンテンポラリー vol.9 今もゆれている
9/29～10/21［休］無し［内容］様々なジャンルの
アーティストによるシリーズ展。西村有、石垣克子、
山城知佳子、露口啓二、今井智己
第6回 彩彩展
10/25～29［休］無し［内容］水彩、パステル、油彩等、
25名 約160点
第21回 都筑写真倶楽部 写真展
10/30～11/5［休］無し［内容］昨年活動20周年。
会員17名による写真 約100点
シャドーボックス作品展
10/31～11/4［休］無し［内容］絵画を立体的に見
せる3Dアートの作品90点
横浜市吉野町市民プラザ ☎243-9261 B-44
生き生き文化展
10/5～ 8［休］無し［内容］年金者組合横浜みなみ
支部による絵画、写真、書道、手作り小物 等
第38回 フォト亀楽 写真展
10/29～ 11/4［休］無し［内容］「南寿壮写真教室」
講座を終了したOBによる展覧会。38回目を迎える
MOA美術館　横浜市南区児童作品展
10/27～ 28［休］無し［内容］南区児童を対象に募
集した絵画作品

山手234番館 ☎625-9393 A-61
ルリアメリカントールなかま展
9/27～10/2［休］無し［内容］トールペインティング
松本元 水彩画教室展
10/4～9［休］無し
ゆうかり友の会 第4回デコパージュ展
10/12～16［休］無し
愉しい写真展
10/18～23［休］無し
フォト・あくわ「三人展」
10/25～30［休］無し［内容］写真展

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA 
 ☎411-5031 C-⑥
アーティスト活動20周年記念・セロテープ®誕生
70周年記念「瀬畑 亮 セロテープアート®展 2018 
in 横浜」
10/2～28［休］月曜［内容］セロテープ®による立
体、絵画作品等 約50点
（財）神山財団芸術支援プログラム 第4回 卒業成果展
10/30～11/4［休］月曜［内容］神山財団芸術支援
プログラム1～3期生のうち、2018年3月の各美術
大学大学院卒業生による卒業成果展
ブラフ18番館 ☎662-6318 A-57
物作り展
10/7～8［休］無し［内容］ニット
第20回エレガントガラスワーク元町 生徒作品展
10/12～14［休］無し［内容］ガラス工芸作品
彩友会等グループ展
10/15～20［休］無し［内容］水彩
第24回テーブルデザイナー展 in 横浜山手
10/22～25［休］無し［内容］テーブルコーディネー
ト作品展

や行

・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2018～2019」に対応しています。

三浦賢一《白日夢》油彩F12

須藤和之《風と花》SM

齋藤優子《グロリオサ》部分
《オモチャカボチャとオカメカボチャ》部分


