横浜髙島屋美術画廊
☎311-5111 C-⑨
百田暁生展 9/5〜11［休］無し［内容］陶芸
金理有展 −苗字といみなと字 family name, true
name, nick name−
9/12〜18［休］無し［内容］陶芸
佐籐正和重孝 彫刻展 9/12〜18［休］無し
入江明日香展 9/19〜25［休］無し［内容］平面
中村康平展 9/19〜25［休］無し［内容］陶芸
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
横浜人形の家
☎671-9361 A「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第 52 回 錬心社書作展
8/31〜9/2［休］無 し［内 容］主 催＝錬 心 社（代 表・
北見琢也）
「田畑晶久をかこむ仲間たち」展
9/13〜18［休］無し［内容］主催＝田畑晶久

横浜市民ギャラリー展覧会情報

☎315-2828

第 61 回 太平洋神奈川展（公募・巡回展）
8/28〜9/3
［全展示室］
［主催］太平洋美術会 神奈川支部［内容］県内最大級
の公募、巡回展。絵画、彫刻、版画、染織 約 250 点
第 45 回記念 神奈川独立書展・
第 27 回 神奈川県青少年毎日書道展
9/4〜9/10
［全展示室］
［主催］神奈川県独立書人団［内容］書作品、大作・個
人コーナー等 120 点と、青少年 1200 作品
第一美術協会 第 41 回湘南支部展
9/11〜9/16
［3F］
［主催］第一美術協会 湘南支部［内容］油彩、水彩、墨
彩、工芸等会員の日々の努力と成果
美術団体等迦会 神奈川支部
9/11〜9/16
［2FA］
［主催］美術団体等迦会 神奈川支部［内容］神奈川支
部による油彩等の展示。批評家を招いての講評会も
行う
第 5 回 小林アトリエ S 展
9/12〜9/16
［2FB］
［主催］小林アトリエ S［内容］教室で描いた人物、風
景、静物等 約 40 点
2018 横浜カメラクラブ (Y.C.C) 写真展
9/18〜9/24
［3FA］
［主催］横浜カメラクラブ (Y.C.C)［内容］65 周年記
念展。各自 2ｍの中で自由表現し 約 100 点展示予定

第 26 回ビーフラット絵画作品展
9/20〜25［休］無し［内容］水彩、アクリル、色鉛筆
画。主催＝ビーフラット・カルチャ・ネッツ
第 31 回 彩和会展
9/27〜10/2［休］無し［内容］主催＝彩和会
横浜美術館
☎221-0300 Aモネ それからの 100 年
7/14〜9/24［休］木曜［内容］モネの初期から晩年
までの絵画 25 点と、後世代の 26 作家による絵画、
版画、写真、映像 65 点
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

横浜

や行

ギ ャ ラ リ ー

め ぐ り

ら行
リーブギャラリー
☎253-7805
第 24 回 彩友会展
8/27〜9/2［休］無し［内容］パステル画
石田象童展
9/3〜9［休］無し［内容］墨絵、水彩

A-

2018 年

※会期・時間等は事前にご確認ください

フォトクラブ GENKI
9/18〜9/24
［3FB］
［主催］フォトクラブ GENKI［内容］いつまでも元気
なもの達の年 1 回の写真展
第 6 回 水彩連盟神奈川支部展
9/18〜9/24
［2F］
［主催］水彩連盟 神奈川支部［内容］20〜100 号の
現代水彩画を 65 点
新・今日の作家展 2018 定点なき視点
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、
パステル画 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

9

月号

横浜市民ギャラリーの収蔵作品を毎月紹介します

浅見信夫《花 ( 品濃一里塚 )》
1988 年／紙本着彩／ 80.4×100.2cm

●ホームページで作品解説をご覧いただけます

今月は、横浜市民ギャラリーで「新・今日の作家展」開催
ギャラリーめぐり

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7 月15 日現在のものです。
）

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）
左 | 阪田清子《対岸について》2016 年／映像／ 20 分／長篇詩集「新潟」より（詩：金時鐘）
（部分）
中 | 川村麻純《home/making》2018 年／映像インスタレーション／ 20 分 ※参考作品
右 | 岩井優《作業にまつわるジオロジー》2018 年／シングルチャンネル・4K ビデオ、サウンド（部分） Footage from Sebastian Matthias “x / groove space” Berlin, 2016

〒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

ホームページでも情報公開 !

http://ycag.yafjp.org/

・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。

あ行
art gallery, on the wind
☎251-6937 A-③
オリイロイツジ
9/8〜17［休］9/10〜14［内容］女子美術大学で日
本画を学んだ海東祐子、梶浦奈緒子、横山芙実
Art Gallery 山手
☎628-0267 A-④
毛利元郎 絵画展−イタリアの記憶−
9/11〜18［休］無し［内容］
イタリアの街並み等。油彩
秋月展
9/22〜30［休］無し［内容］月をテーマにした作品
展 絵画、キャンドル、アクセサリー等。やまむらこ
あき、仙北谷和子、田代幸正、ミチヨ、瀧田さりな、
鈴木麻美

ミチヨ《月と蟹》スクラッチ、箔／ 90×140mm

art Truth
☎263-8663 A-⑥
糸井邦夫 情景画展
8/23〜9/2［休］火曜［内容］アクリル、油彩
ATELIER K・ART SPACE
☎651-9037 A-⑨
もりやゆき展 - 借景 -somwhere9/8〜22［休］月曜［内容］ミックストメディア、イ
ンスタレーション等 6 点
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 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
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
今のその変化に賭けろ
9/1〜4［休］無し［内容］絵画
日曜画家 近藤正樹 風景画個展
9/15〜17［休］無し
植物画グループ展 2018
9/25〜29［休］無し
大船美術画廊
☎894-0491 B-④
田口弘勝 橋本光枝 二人展
9/8〜17［休］9/12［内容］ドローイング、リトグラ
フ、版画等

か行
神奈川近代文学館
☎622-6666 A-⑮
企画展
「没後10年 石井桃子展−本を読むよろこび−」
7/21〜9/24［休］月曜（9/17、24 は開館）
［内容］
児童文学の研究、先駆的な家庭文庫の開設などで
日本児童文学の世界に大きな影響を与えて 2008
年に 101 歳で亡くなった石井桃子の仕事の軌跡を
たどる
神奈川県民ホールギャラリー ☎662-5901 A-⑯
第 54 回 神奈川県美術展
9/5〜30［休］9/17、18［内容］1 期展 ( 平面立体 )、
2 期展 ( 工芸・書・写真 )。中高生特別企画展同時開催
神奈川県立金沢文庫
☎701-9069 B-⑤
特別展「安達一族と鎌倉幕府 −御家人が語るもうひ
とつの鎌倉時代史−」
7/20〜9/17［休］月 曜（9/17 開 館）
［内 容］蒙 古 襲
来の危機に北条時宗を支え、鎌倉の政治と宗教の両
面において多大な影響を与えた安達泰盛とその時代
を紹介

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 (9/24 開館 )、9/25［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
神奈川県立地球市民かながわプラザ（あーすぷらざ）
☎896-2121 B-⑥
企画展「彩りの島々インドネシア−魅せる染織と
人々の暮らし」
7/14〜9/24［休］祝日除く月曜［内容］40年以上に
渡ってインドネシアの染織研究を続けてきた渡辺万
知子氏のコレクションを中心にバティックやイカッ
トなどの染織作品、ワヤン
（影絵人形）
等民芸品を展示
神奈川県立歴史博物館
☎201-0926 A-⑱
特別展「明治 150 年記念 新明解・明治美術 増殖す
る新メディア −神奈川県立博物館 50 年の精華−」
8/4〜9/30［休］月曜（9 /17、24 は開館）
［内容］明
治 150 年を記念し、絵画、彫刻、印刷を中心に新た
な時代の息吹を紹介
カフェ・ギャラリーリンデン ☎532-5288 B-⑦
旅する刺繍家 vol.1 La broderie du voyage
9/11〜25［休］9 /18、19［内容］刺繍家石川玲が旅
をしながら心に刻まれた印象を表現
画廊 AKIRA-ISAO
☎264-4835 A-⑲
菅野功の描く静物
9/6〜15［休］無し［内容］静物画 油彩
画廊 楽
☎681-7255 A-㉑
瀬谷区美術展
8/27〜9/2［休］無し［内容］油彩、水彩（会場 画廊楽Ⅰ＆Ⅱ）
富樫達美展
9/3〜9［休］無し［内容］（会場 画廊楽Ⅱ）
大家泰仁 個展
9/10〜16［休］無し［内容］油彩 （会場 画廊楽Ⅰ）
猪爪彦一 個展
9/17〜23［休］無し［内容］油彩 （会場 画廊楽Ⅰ）
日本画院会員展
9/24〜30［休］無し［内容］日本画 （会場 画廊楽Ⅰ）
路展
9/24〜30［休］無し［内容］日本画 （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。手作りする 5 名による約 500 点
ギャラリー伽羅
☎842-1428 B-⑪
手作りきゃら SHOP
9/4〜29［休］日曜・月曜［内容］着物・帯のリフォー
ム服、アクセサリー等 全て手作りの作品
ギャラリーダダ
☎461-1533 C-②
二人展（小林貴子ほか）
8/29〜9/4［休］無し［内容］色鉛筆とリトグラフ
角田礼子 油絵展「花の行方」
9/5〜11［休］無し［内容］絵を描きはじめて 30 年
パンプキン展
9/12〜18［休］無し［内容］油絵を楽しむ主婦たち
の作品展
ステンドグラス展
9/19〜25［休］無し［内容］光の美しさを追求
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
ギャラリーぴお B1
☎681-5122 A-㉙
個展 2018 髙橋充 水彩画展 Vol.2
9/6〜11［休］無し［内容］横浜の街を中心に国内外
の風景約 35 点。ペン、透明水彩
標本に”触る”博物館 Think Square「身近な生き物展」
9/20〜25［休］無し［内容］普段よく見る生き物の
知らない世界
gallery fu
☎070-6429-8597 A-㉛
青島綾音「landscape」
8/24〜9/1［休］月 曜［内 容］gallery fu に お け る 2
回目の個展
Art Shop Festival
9/7〜30［休］月曜［内容］自分のためのお気に入り
の 1 点を探す。気軽にアートを楽しみ所有するため
の小作品展

ギャラリーミロ
☎251-5229 A-㉜
檸檬 ( れもん ) の会
8/27〜9/2［休］無し［内容］油彩・水彩等 広田稔先
生の教室展
上田耕造展
9/3〜9［休］無し［内容］油彩・水彩等
瞬の会
9/10〜16［休］無し［内容］油彩・水彩等 岡田高弘
先生の教室展
悠芽の会
9/17〜23［休］無し［内容］油彩・水彩等 岡田高弘
先生の教室展
ギャルリーパリ
☎664-3917 A-㉟
小野友三展
8/21〜9/1［休］日曜［内容］顔料とアルミ板を使っ
た現代の日本画
〈テーマはギザイ〉テーマは絵画技法材料
9/3〜12［休］日曜［内容］東京藝術大学・愛知県立
芸術大学・横浜国立大学 合同展覧会
成澤隆吉「パリーへの旅」
9/15〜22［休］日曜［内容］平面絵画（油絵、デッサ
ン等）

開由利 作品展
9/6〜12［休］無し［内容］欧州で古典技法や祭壇画
を学び、帰国後各地で活動を続ける作家の作品
爲金義勝 木版画展
9/13〜19［休］無し［内容］日本の伝統的な木版画
に独自の金箔技術を加えた抽象画

鈴木愛弓《夜行》

爲金義勝《四季図―秋―》

佐藤潤 絵画展
9/20〜26［休］無し［内容］竹 100％の手漉き和紙
「竹上」を使用して、生き物たちの魅力を独創的に描
き出す画家の作品
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

な行

成澤隆吉《garson》

ぎゃるりじん＆Chiyoʼ s
☎681-5900
Unit ４
9/4〜9［休］無し［内容］水彩
倉田美恵子
9/11〜16［休］無し［内容］ガラス絵
松田恵一
9/18〜23［休］無し［内容］アクリル
TAMATAMA
9/25〜30［休］無し［内容］クレヨン・水彩

A-㊱

さ行
そごう横浜店美術画廊
☎465-5506 C-④
青二会 日本画展
8/28〜9/3［休］無し
田中清貴 木工展
8/28〜9/3［休］無し
宮下真理子 日本画展
9/4〜10［休］無し
有田名窯展
9/4〜10［休］無し［内容］陶芸
佐伯守美 作陶展
9/11〜17［休］無し
松尾敏男とその一門展
9/18〜24［休］無し［内容］洋画
−Merci 今日という日が贈られた−大場節子 絵画展
9/18〜24［休］無し［内容］洋画
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

仲通りギャラリー
☎211-1020 A-㊼
アトリエ 21 能登紀行展
9/3〜15［休］無し［内容］アトリエ 21 主宰 上田耕
造、岡田高弘、広田稔。油彩
レ・コパン展
9/17〜22［休］無し［内容］上田慶之助、落田実、熊
谷昌弘、宮本界平。油彩小品展
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

は行
万国橋ギャラリー
☎201-8103 A2018 YOKOHAMA (25)
9/25〜10/1［休］無し［内容］絵画、立体
f.e.i art gallery
☎325-0081 C-⑤
第 6 回 FEI PRINT AWARD 準大賞者展 門馬英美
−光をとらえる時間−
8/27〜9/7［休］土曜、日曜、祝日［内容］シルクスク
リーンによって柔らかな色彩で描かれた作品世界
第 6 回 FEI PRINT AWARD 準 大 賞 者 展 竹 崎 陽 子
−Rêve noir−黒の夢
9/11〜26［休］土曜、日曜、祝日［内容］姉妹画廊で
ある FEI ART MUSEUM YOKOHAMA にて開催さ
れた「第 6 回 FEI PRINT AWARD」の準大賞者の銅
版画で描かれた幻想作品世界

た行
鶴見画廊
☎584-7208 B-㉑
野分展
9/10〜15［休］無し［内容］日本画、油彩、版画等
木村優博 個展
9/27〜10/6［休］10/2［内容］油彩
東急百貨店たまプラーザ店 4 階アートサロン
☎903-2441 B-㉓
楯とおる作品展
8/30〜9/5［休］無し［内容］青をテーマに、モチーフ
の動物など、作品と対峙し製作を続ける作家の作品

鈴木愛弓展
9/19〜29［休］月曜［内容］繊細な物語的作品を発
表し続ける作家の個展

竹崎陽子《孤独な潜水士》

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA

☎411-5031 C-⑥
第 7 回フェイプリントアワード入選作品展
9/4〜16［休］月曜［内容］ミニプリント部門と一般
部門の今年 7 回目を迎える版画公募展

ブラフ 18 番館
☎662-6318
第 26 回 横浜いずみ陶芸学院 卒業製作展
9/14〜18［休］無し［内容］陶芸

A-

ま行
みつい画廊
☎261-3321（ハヤカワ画材店） A第十一回 水彩画 紀・彩・会展
9/3〜9［休］無し［内容］水彩 約 50 点
彩展
9/10〜16［休］無し［内容］水彩、色鉛筆等 約 50 点
小島翠 個展
9/17〜23［休］無し［内容］油彩、水彩等 約 30 点
みなとみらいギャラリー
☎682-2010 A「薬物乱用防止キャンペーン」in 横濱 啓発ポスター
作品展
8/28〜9/2［休］無し［内容］キャンペーンポスター
の優秀作品
知遊会展
8/28〜9/3［休］無し［内容］油彩、水彩
上賀茂流真多呂人形 漣会作品展
8/31〜9/2［休］無し［内容］木目込人形
西区文化祭「創作展」
9/4〜10
［休］
無し
［内容］絵画、写真、書道、生け花 等
夢の配達人展 2018
9/11〜17［休］無し［内容］デジタル写真
キルトリーダーズ神奈川 第 9 回 パッチワークキル
ト作品展
9/20〜23［休］無し
第 19 回 煌々会日本画展
9/25〜30［休］無し
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

や行
山手 234 番館
☎625-9393 A和紙ちぎり絵展
8/30〜9/4［休］無し
はなみずきの会書作展 墨の香、秋風にのせて
9/6〜11［休］無し［内容］書道
油絵と写真の二人展
9/13〜18［休］無し［内容］絵画 等
アートが拓くもの・はぐくむもの Vol.Ⅱ
9/21〜25［休］無し［内容］水彩
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
山手 111 番館
☎623-2957 Aアート掛軸 5 人展
9/21〜24［休］無し［内容］掛軸、屏風
横浜開港資料館
☎201-2100 A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
第 25 回 磯子区書道クラブ会員展
9/12〜18［休］無し［内容］磯子区に集う書道愛好
家による書作品

横浜市岩間市民プラザ
☎337-0011 B-㉝
写真展（保土ケ谷写友会）
9/11〜17［休］無し
第 18 回 保土ケ谷区民写真展
9/22〜29［休］無し［内容］課題「保土ケ谷の道」及
び自由課題の公募展
横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール
☎511-5711 B-㊳
第 28 回 豊彩会展
9/9〜14［休］無し［内容］佐々木豊先生と人物を描
く仲間、熊野春美、和田京子。油彩中心
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 展。
土橋小夜子、蔵重久美子、森崎昭子 他
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ
☎866-2501 B-㊵
悠遊会水彩画展・風景画
8/28〜9/2［休］無し［内容］藤森先生受講生の水彩
約 100 点
合同写真展
9/4〜10［休］無し［内容］デジタルフォトサークル
レインボー、デジフォト風
三ツ境カルチャーフォトクラブ 花と風景・四季の
彩り写真展
9/12〜17［休］無し［内容］ネイチャー写真
戸塚区美術協会 第 119 回絵画展・地域交流特別絵
画展
9/19〜24［休］無し［内容］会員及び戸塚区地域の
絵画公募展。約 130 点
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
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 染谷聡展
7/14〜9/17［休］無し［内容］蒔絵（まきえ）や螺鈿
（らでん）等伝統的な漆の加飾技法を探究する作家
の作品を展示
横浜バードカービングクラブ作品展
8/28〜9/3［休］無し［内容］会員 50 人の野鳥の彫
刻。約 100 点
2018 年 第 20 回 佐野登志子 七宝美術協会展
8/28〜9/3［休］無し［内容］七宝焼きの壺、皿、額絵
等。約 50 点
まだ、そこにいて
8/29〜9/3［休］無し［内容］1998 年からのフィル
ム写真 50 枚
水曜みずのえ会 第 2 回水彩画展
9/4〜10［休］無し［内容］村山之都水彩画教室の会
員による作品。約 70 点
大相撲
9/5〜17［休］無し［内容］水墨画で相撲人物、中国
少数民族の服装人物等。約 100 点
至慎展
9/11〜17［休］無し［内容］臨書作品を主に中央展
出品作、学生全員の作品。約 60 点
ショーケースギャラリー 松田直樹展
9/22〜12/16［休］9/24、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
横浜市歴史博物館
☎912-7777 B-㊺
明治 150 年記念企画展「戊辰の横浜 名もなき民の
慶応四年」
7/21〜9/9［休］月曜（祝日・振替休日の場合は翌平
日［
) 内容］慶応四年（明治元年、1868 年）の戊辰戦
争時、横浜市域や周辺の村々の実態を地元の資料か
ら探る企画展
横浜髙島屋美術画廊
☎311-5111 C-⑨
伊藤北斗 作陶展
8/29〜9/4［休］無し
黒岩知里展
8/29〜9/4［休］無し［内容］日本画
アトリエ 21 横浜再発見 !
9/5〜11［休］無し［内容］洋画

