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初夏の風に吹かれながら、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2017 ～
2018」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3月15日現在のものです。）　
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横浜市歴史博物館 ☎912-7777 B-㉒
企画展「君も今日から考古学者！－横浜発掘物語2018」
4/7～7/1［休］月曜（祝日・振替休日の場合は翌平日)
［内容］横浜市域から出土した資料から、考古学の世界を
分かりやすく紹介
横浜髙島屋美術画廊 ☎311-5111 A-77
第３回 青晴会 日本画展
4/25～5/1［休］無し
三橋鎌幽展
4/25～5/1［休］無し［内容］鎌倉彫
及川茂・聡子展
5/2～8［休］無し［内容］木彫・日本画
小西潮展
5/2～8［休］無し［内容］硝子
薔薇 Festa
5/9～15［休］無し
尾西楽斎 茶陶展
5/9～15［休］無し
辻石斎 漆芸展
5/16～22［休］無し
髙島屋美術部創設110年記念 土屋禮一展
5/23～29［休］無し［内容］日本画
髙島屋美術部創設110年記念 広田稔展
5/30～6/5［休］無し［内容］洋画　

横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A-81 b3
第34回アクア水彩画展
5/15～20［休］無し［内容］主催＝アクア会
第20回「葉菜の会」ボタニカルアート展
5/24～29［休］無し［内容］主催＝葉菜の会
第13回 梅野会美術展 
5/31～6/4［休］無し［内容］主催＝梅野会
横浜美術館 ☎221-0300 A-83 b2
ヌード NUDE －英国テート・コレクションより
3/24～6/24［休］木曜（但し5/3は開館)、5/7［内容］
ヌードをめぐる表現がいかに時代とともに変化し、また
芸術表現としてどのような意味をもちうるのか。絵画、彫
刻、版画、写真など約130点
横浜本牧絵画館 ☎629-1150
岩田榮吉の世界 モチーフの追求
4/14～7/16［休］火曜［内容］ヨーロッパ絵画への深い
理解の上に詩情豊かな世界を表現した画家。油彩（具象絵
画）。素描・習作・試作等を通した制作過程の解説

リーブギャラリー ☎253-7805 A-89 b3
ふくろうデッサン展
5/28～6/3［休］無し［内容］水彩、油彩

横浜市民ギャラリー展覧会情報 ☎315-2828  A-b2   ※会期・時間等は事前にご確認ください 
日本水彩画会 第86回 湘南支部展
5/1～7 ［3F］
［主催］日本水彩画会 湘南支部 ［内容］支部員50名の水
彩画。10号位から大作80号まで。約130点
第58回 港の作家展 　　
5/1～6 ［1F/2F］
［主催］港の作家美術協会［内容］横浜在住・在職の作家に
よる油彩を主とした約100点の絵画展
Gray point on the sea   
5/2～7 ［B1F］
［主催］鹿野佑稀［内容］「阿孫誠也、鹿野佑稀、二人展」同
時進行形の接続詞
60周年記念 二科神奈川支部展
5/9～14 ［全展示室］
［主催］二科 神奈川支部［内容］油彩大作を中心に受賞者
展、公募絵画作品展を同時開催。200点
第49回 彩象展
5/15～20 ［3F］
［主催］彩象美術協会［内容］日本画、洋画を公募、約80
点を展示し、優秀作品には賞を授与
第35回 現代かながわ美術展
5/15～20 ［2F］
［主催］現代かながわ美術協会［内容］各会派で活躍する
会員の絵画・工芸・彫刻の秀作70点の総合展示

第26回 鎌倉・横浜スケッチ展
5/15～20 ［1F］ 
［主催］鎌倉・横浜スケッチ展［内容］鎌倉・横浜の現場水
彩の風景スケッチ、約80人。約250点
第56回 日・朝友好展
5/22～28 ［3F］
［主催］日・朝友好展運営委員会
［内容］日本人と在日コリアンとの交流を目的とした市民
レベルの展覧会
第20回 華の墨絵会展
5/22～28 ［2FA］
［主催］華の墨絵会［内容］20回記念の展覧会、楽しく描
いた水墨画を皆様もお楽しみ下さい
小川勝久フォトアートグループ展
5/22～28 ［1F］
［主催］小川勝久フォトアート［内容］「デジタルフォト
アート」の自由な表現による創作品50点
川﨑永子ビーズ展－Atelier Eikoの仲間たち－
5/25～28 ［B1F］
［主催］Atelier Eiko［内容］ビーズ工芸アクセサリーと
猫作家かとうあいの絵の展示
第41回ヨコハマ日曜画家展  （→裏面に広告あり）
5/30～6/4 ［全展示室］
［主催］特定非営利活動法人 横浜美術友の会［内容］日曜画
家のための出品審査のない公募展。全てを展示し34賞授与

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

田澤茂《ベイブリッジ建設風景》
1988年／油彩、キャンバス／ 117.5×91.7cm

●ホームページで作品解説をご覧いただけます
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art gallery, on the wind ☎251-6937 A-③ c3
巡る展 長瀬初、出町麻衣子、松村郁
5/19～27［休］月曜～金曜［内容］女子美術大学卒業後、
社会に出て3年。新たな環境、多くの人々との出会い… 
巡りめぐって、再び筆をとった三人の作品展　
Art Gallery 山手 ☎628-0267 A-④ b5
第13回 猫の展覧会
4/26～5/14［休］無し［内容］猫をモチーフにした絵画、
ガラス、金属工芸等
八田富釉うつわ展
5/24～29［休］無し

art Truth ☎263-8663 A-⑥ b5
すぎうらひろあき個展-猫・silent-
5/9～14［休］無し［内容］油彩で描いた作品展。猫を主
人公にしたオリジナル絵本も展示販売
外山文彦 個展
5/16～21［休］無し［内容］布を用いた抽象画展

鈴木ひろみ版画展
5/23～28［休］無し［内容］風景を中心とした凹凸版併
用木版画展
夢我克個展
5/31～6/10［休］火曜［内容］猫やピエロなどをモチー
フにした油彩画展
ATELIER K・ART SPACE ☎651-9037 A-⑩ c4
平塚ショウ展－風と光の行方－
5/12～29［休］月曜［内容］平面（鉛筆、水彩を素材とし
たドローイング)、木、ジェッソを素材とした立体等 大小
合わせて15点 
1010美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑪ b4
松井寛泰 個展
5/26～6/17［休］水曜［内容］写真
岩崎ミュージアム・ギャラリー ☎623-2111 A-⑫ b5
The Exhibition of KATAN ISHIKAWA
4/24～5/6［休］5/1［内容］ジュエリー、絵画、立体造
形の作品展示
エリスマン邸 ☎211-1101 A-⑭ b5
第16回ピンホールアート展
5/1～5［休］無し［内容］写真展示
野の花会花の絵展
5/17～22［休］無し［内容］花の水彩画
ユーコープ労働組合文化祭
5/24～27［休］無し［内容］文化祭

高橋昌彰 水彩画展－築地界わい
5/24～29［休］無し［内容］変ぼうする築地市場とその
周辺を画いた約40点
gallery fu ☎070-6429-8597 A-33 c5
シムラヒデミ個展「パラレルワールド」
4/24～5/6［休］月曜［内容］刺繍糸をストライプ状に巻
きつけた数々の作品を発表している作家。別の世界＝パ
ラレルワールドへ目を向けて、現実を問う
海老塚耕一展「錆」
5/8～20［休］月曜［内容］サビを使って描いた作品

神奈川近代文学館 ☎622-6666 A-⑯ b5
生誕140年 与謝野晶子展 こよひ逢ふ人みなうつくしき
3/17～5/13［休］月曜
企画展「生誕150年記念 詩人大使ポール・クローデルと
日本展」
5/19～7/16［休］月曜［内容］20世紀フランスを代表
する劇作家、詩人。大正10～昭和2年まで駐日フランス
大使を務め、今年生誕150年を迎える作家と日本との関
係に焦点を当てる

神奈川県立金沢文庫 ☎701-9069 C-⑤
特別展「十二神将～修理完成記念特別公開～」
3/16～5/6［休］月曜、5/1［内容］平成23年より5年
間にわたって行われた十二神将像の修理完成記念の展示
カフェ・ギャラリーリンデン ☎532-5288 B-①
アルケミスト４人展
4/25～5/4［休］無し［内容］抽象画家韓美華と、町田市
玉川学園の絵画造形アトリエのメンバ―によるグループ
展。油彩、ミクストメディア作品
野鳥写真とクレイアクセサリーの二人展「鳥が歌う森の中へ」
5/10～16［休］無し［内容］野鳥写真家小柳勝と、クレイ
アクセサリ―作家コヤナギアイコの父娘2人展
hodocc個展 古布と麻の服と小物
5/23～27［休］無し［内容］古布に魅せられたイワモト
ミチコが作り出す、美しいデザインと着心地の良い服や
小物の展示販売
画廊 AKIRA-ISAO ☎264-4835
大場再生 個展
5/22～31［休］無し［内容］独立美術協会展会員、多摩美
術大学教授として活躍する作者の2年振りの横浜での個展
画廊 楽 ☎681-7255 A-㉒ c4
脇島通グループ展
5/7～13［休］無し［内容］ミクストメディア（会場：楽Ⅰ） 
ハマの作家展
5/14～20［休］無し［内容］油彩（会場：楽Ⅰ)
等迦会神奈川支部展
5/21～27［休］無し［内容］油彩（会場：楽Ⅱ）
女流３人展
5/28～6/3［休］無し［内容］水彩、油彩、パステル（会場：
楽Ⅱ）
鶴見厚子 個展
5/28～6/3［休］無し［内容］油彩（会場：楽Ⅰ）   
ギャラリーKAN ☎641-4751 A-㉕ c4
甦える古布「田中みち子展」　
5/16～19［休］無し［内容］ドロ大島の着物地で洋服、
バック、小物等 50点　　
ギャラリー伽羅 ☎842-1428 C-⑦
手作りきゃらSHOP
5/8～26［休］日曜、月曜［内容］着物、リフォーム服、裂
き織バック、スカーフ、アクセサリー等の手作り作品
ご近所のアーティスト展Vol.21
5/29～6/9［休］月曜［内容］木版画、水墨画、天女絵、油絵、
色鉛筆画、花のちぎり絵、陶芸、パステル画 8人の作品展
ギャラリーこやま ☎545-1105 B-⑥
水彩画展
5/11～17［休］無し［内容］吉永孝夫、与田美智子 他に
よる静物、風景、人物等
ギャラリーダダ ☎461-1533 A-㉘
色鉛筆作品展　
4/25～5/1［休］無し［内容］現代色鉛筆協会作品展
瓜田勝 水彩画展
5/2～8［休］無し［内容］バラをはじめとする美しい花たち
田中喜芳 作品展
5/2～8［休］無し［内容］シャーロックホームズ研究家に
よる細密画
パステル画作品展
5/9～15［休］無し［内容］パステル画独特の優しいムード
湯澤裕一 水彩画展
5/9～15［休］無し［内容］水彩による風景画
墨絵作品グループ展
5/16～22［休］無し［内容］花の水墨画小品展
石川亜紀アクリル画展
5/23～29［休］無し［内容］白木の板にアクリル画
あざかみゆうこ個展
5/23～29［休］無し［内容］油絵、アクリル画
オガワヒロシ色鉛筆画展
5/30～6/5［休］無し ［内容］光と風を感じて
イマノマサコ水彩画展
5/30～6/5［休］無し［内容］花、静物
ギャラリーぴお B1 ☎681-5122 A-㉛ b3
水彩スケッチ 益田和雄 個展 
5/10～15［休］無し［内容］バスク地方を巡る昨秋の旅
のスケッチと、横浜・湘南・都内など各所の風景スケッチ。
DVDの映写あり
伊東写真部 写真展
5/17～22［休］無し［内容］20人のグループ展。約80点

鶴見画廊 ☎584-7208 B-⑬
第25回コスモス会展
5/23～28［休］無し［内容］油彩。鶴見区在住の同好会メ
ンバーによるグループ展
東急百貨店たまプラーザ店 4階アートサロン
 ☎903-2441 B-⑮
前田麻里展
4/26～5/2［休］無し［内容］川崎市出身の人気女流画家
による愛らしくそして優しい作品の数々
籔内左斗司展
5/3～9［休］無し［内容］奈良県の公式キャラクター・せ
んとくんのデザインを手掛け、精力的な活動を続ける作
家。新作、本年度の干支作品などブロンズコレクションの
展示販売あり

そごう美術館 ☎465-5515 A-49
ダイアン・クライス コレクション アンティーク・レース展
4/13～5/13［休］無し［内容］ヨーロッパの熟練した職
人たちの手作業による芸術品のコレクションの中から16
世紀～19世紀のレース全盛期の品々約170点を紹介
そごう横浜店美術画廊 ☎465-5506 A-50
田中賢一郎 油絵展 5/1～7［休］無し［内容］洋画
鈴木養作 洋画展 5/1～7［休］無し
近代工芸逸品展
5/8～14［休］無し［内容］陶芸
中司満夫 油絵展
5/8～14［休］無し［内容］洋画
院展俊英 作家展 －eureka・ユーレカ－
5/15～21［休］無し［内容］日本画
近代洋画の歩み展
5/15～21［休］無し
川合玉堂展
5/22～28［休］無し［内容］日本画
アンティークテーブルウェア展
5/29～6/4［休］無し
ヨーロッパを描く洋画展
5/29～6/4［休］無し  

た行

仲通りギャラリー ☎211-1020 A-52 b3
2018水彩スケッチ秋山信夫小品展
5/7～13［休］無し［内容］ペン彩画 約60点
佐橋井久子と仲間達展
5/14～19［休］無し［内容］水彩、クロッキー等 約30点
山本裕子展
5/21～26［休］無し［内容］ミクストメディアによる平
面作品 約20点
渡邉俊行展
5/28～6/3［休］無し［内容］祈りのかたち 油彩、アクリ
ルによる 約15点 
爾麗美術 ☎222-4018 A-55 b4
星野鐵之展
4/28～5/13［休］5/2、9［内容］1939-2018 回顧展。
油彩画を中心に
松田とーる展 5/19～27［休］5/23［内容］妄想 絵画

大杉真司 油絵展
5/10～16［休］無し［内容］京の情緒をあたたかい雰囲
気で表現する作家の「はんなり舞妓シリーズ」の油絵中心
に約20点の展示販売
身野友之 油絵展
5/17～23［休］無し［内容］古き佳き街並み、人々の営みと
大地、自然界につながる水辺等 古都京都、奈良など約20点
中村祐子 日本画展　 
5/24～30［休］無し［内容］金箔、銀箔、プラチナ箔で文
様を表現する「截金（きりかね）」と呼ばれる幻の伝統技
法を用いて日本画を描く
久木朋子 木版画展 5/31～6/6［休］無し 

な行

は行

三溪園 ☎621-0635 C-⑨
俳句展 3/16～5/23［休］無し
所蔵品展「初夏」 4/19～5/22［休］無し
さつき盆栽展 5/20～6/3［休］無し
蛍の夕べ 5/25～6/3［休］無し
JICA横浜 海外移住資料館 ☎663-3257 A-45 a3
南国土佐をあとにして-海を渡った「いごっそう」-
2/10～5/27［休］月曜（祝日の場合は翌日）、4/22
シルク博物館 ☎641-0841 A-47 b4
江戸の粋とデザイン～小袖コレクションから～
4/28～6/3［休］月曜（祝日の場合は翌日)［内容］当館
所蔵の小袖65領を前期・後期に分けて一堂に展示

山崎小夜子展 5/18～25［休］無し［内容］平面絵画・立体
宮森敬子展
5/30～6/9［休］日曜［内容］インスタレーション
ぎゃるりじん＆Chiyo’s ☎681-5900 A-38 c4
天野汲 5/1～6［休］無し［内容］ミクストメディア
濱田 5/15～20［休］無し［内容］平面
宇田幸二・真由美 5/29～6/3［休］無し［内容］写真 

生越文明写真展「Seventh Heaven ～至福の時～」
5/25～6/3［休］月曜［内容］昨年の「Within 8 hours
～限りあるなかで～」に続くシリーズ第二段。「光」と「影」
を明確に捉えたモノクロ写真約20点
ギャラリーミロ ☎251-5229 A-34 c3
鈴木珠美 作品展
4/30～5/6［休］無し［内容］クラフトバンドを使用した
タペストリー、小物等
GREEN PEPPER展5/7～13［休］無し［内容］油彩、水彩等
二つの個展 島真弓・島和子
5/14～20［休］無し［内容］油彩、水彩、オブジェ等
蒼秀会日本画展
5/21～27［休］無し［内容］ハマ展日本画部有志による
作品展
遠藤美南 個展「毎日の器」
5/28～6/3［休］無し［内容］ふだんづかいの器を展示販売
ギャラリー Lei OHANA ☎941-6169 B-⑧
Blue Bees Happy! 展
5/4～5［休］無し［内容］写真グループ展
第２回 春虹会展 書の楽しさを味わう
5/25～27［休］無し［内容］シャローム書道部員による
書道作品展
ギャルリーパリ ☎664-3917 A-37 b4
ティンガ・ティンガアート展
4/28～5/6［休］無し［内容］アフリカンペンキアート
櫻井伸也展“Colors”
5/9～17［休］日曜［内容］平面絵画

さ行

みつい画廊 ☎261-3321（ハヤカワ画材店） A-67 c3
第61回 互人会展
5/7～13［休］無し［内容］油彩、水彩等 約45点
「花に寄せて」伊藤則子展
5/21～27［休］無し［内容］水彩 約25点
びいどろ展
5/28～6/3［休］無し［内容］旭硝子中央研究所芸術部主
催による作品約50点。絵画、写真、書道等
みなとみらいギャラリー ☎682-2010 A-68 a2
2018ぱんせ展
5/1～7［休］無し［内容］絵画
国際交流写真展
5/1～7［休］無し
アトリヱ陶彩館 作品展
5/3～6［休］無し［内容］陶磁器の絵付け作品
二科会写真部神奈川支部 50周年記念展
5/10～14［休］無し 
第5回『伸会』日本画展
5/15～21［休］無し 
織の仲間たち展
5/16～20［休］無し［内容］絵織物作品
よみがえれ 魚たちよ!!
5/22～27［休］無し［内容］カラー魚拓
ComputerGraphicsGarden/コンピュータグラフィッ
クスガーデン展
5/22～28［休］無し
ヨコハマ ハッセルブラッド・フォトクラブ 第12回写真
展「自然の中で」
5/22～28［休］無し
みんなでつくる海の写真展～伊豆海洋公園の海 vol.5 
5/30～6/3［休］無し［内容］水中写真

ま行

f.e.i art gallery ☎325-0081 A-61
colour me pop !（カラー・ミー・ポップ）
5/9～23［休］土曜、日曜、祝日［内容］デザイン・イラス
ト作家のグループ展。作品から日々を明るく彩ろう！が
テーマ。いちかわともこ・さんさん・そだきよし・多屋光
孫・hori（堀としかず）　

構想からの具現化
5/30～6/12［休］土曜、日曜、祝日［内容］構想から作品
になる迄の行程を6名の作家が様々なジャンルの作品で
展示。井上洋介・ 李元淑・小矢田美里・関 雅治・丹羽起史・
牧孝友貴
FEI ART MUSEUM YOKOHAMA ☎411-5031 A-62
内海信彦×上條陽子×彦坂尚嘉「人の間に－灼熱と氷河－」
5/15～6/3［休］月曜［内容］活動場所も技法も思想も全
く異なる三者による果てしない格闘の展覧会　
ブラフ18番館 ☎662-6318 A-65 c5
第34回 手作り絵本展
5/1～6［休］無し［内容］手作り絵本、イラスト
花のある暮らし展(グラチア窯)
5/13～15［休］無し［内容］陶芸、絵画
工房暖簾zoo～動物アート展～
5/17～20［休］無し［内容］動物モチーフ作品
楽しい水彩画展
5/22～25［休］無し　

花は咲く(ボタニカルアート展)
5/10～15［休］無し［内容］絵画
第６回 蓬莱荘・水彩画クラブ展 
5/17～22［休］無し
パステル画展・牧野瑠璃子パステル画教室
5/25～29［休］無し
山手111番館 ☎623-2957 A-70 b5
HOROKO MADE帽子展
4/27～5/2［休］無し
横浜市泉区民文化センター テアトルフォンテ
 ☎805-4000 C-⑮
和墨会作品展
5/30～6/3［休］無し［内容］日常の暮らしの中で心に感
じた花、風景等を、水と墨と筆で紙に描いたすみ絵展
横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場
 ☎771-1212 C-⑯
第32回 金沢区書道協会展
5/2～7［休］無し［内容］金沢区で書道を愛好している
50人の半切作品
第26回 坪呑絵画クラブ展
5/16～22［休］無し［内容］会員20名による風景・静物
を描いた水彩画約50点
第32回 新六窯作陶展
5/31～6/4［休］無し［内容］新六窯にて作陶を楽しむ仲
間による陶磁器の展覧会。講師高橋新六他、会員約10名
横浜市岩間市民プラザ ☎337-0011 C-⑱
横浜中央さつき会花季展
5/18～20［休］無し ［内容］さつき開花の展示・説明及
び楽しみ方
横浜市大倉山記念館 ☎544-1881 B-⑰
横浜(大倉山スケッチ会)・高知(倫の会)第20回記念合
同水彩画展
5/29～6/4［休］無し［内容］メンバーによる国内外の風
景スケッチ等
横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール
 ☎511-5711 B-⑲
鶴見フォトクラブ第6回写真展
5/17～22［休］無し［内容］自由作品54点と課題作品「花
のある風景」27点
第11回 熊谷組悠友会横浜支部 悠友展
5/23～29［休］無し［内容］熊谷組OBおよび縁故者に
よるジャンルを問わない展示会
虹の会 写真展
5/30～6/5［休］無し［内容］写真愛好家「虹の会」会員
による風景人物等
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ 
 ☎866-2501 C-㉒
第45回 会員選抜清硯書展
5/1～7［休］無し［内容］漢字・かな・近代詩文と広い分
野の創作書道小作品中心の展示
第23回 龍樹会・能乃面展
5/4～7［休］無し［内容］能・狂言面
彩林会展
5/9～14［休］無し［内容］「気韻主動」を目標に学ぶ日本
画同好会による展示
戸塚写想 展示会Vol.3
5/15～19［休］無し［内容］写真、羊毛フェルト、和田正
宏特別展示。最終日ギャラリーコンサートあり
「とつかの文化・芸術祭」
5/24～27［休］無し［内容］戸塚文化協会の華道部・書
道部・陶芸部・美術部の作品
ロコ・サトシ画業40周年記念展 －Rocco's Arting 
World 2018－  （→裏面に広告あり）
5/30～6/10［休］無し［内容］ウォールペイントの第一
人者である作家の個展。会期中ライブペイント・ワーク
ショップ開催予定
横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-㉑
第49回 神奈川二紀展
5/1～5/7［休］無し［内容］油彩、彫刻等、会員70名の
大作 約70点
2018クラブ合同写真展
5/8～14［休］無し［内容］8クラブによる合同写真展。
110名のA3プリント約700点
第13回さつき水墨画展
5/15～21［休］無し［内容］調墨による墨の美しさを求
めて研鑚を積んでいるグループの作品 約40点
第40回記念 神奈川一水会作家展
5/29～6/4［休］無し［内容］50～100号の新作の油彩
画大作等 約80点

山手234番館 ☎625-9393 A-69 b5
4th IS植物画サークル展
4/26～5/1［休］無し［内容］植物細密画
水彩写生画展
5/3～8［休］無し

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2017～2018」に対応しています。

多屋光孫《reindeer》

八田富釉

海老塚耕一《水の手帖》2017年制作

籔内左斗司《はち》

櫻井伸也

外山文彦


