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街の紅葉を見ながら横浜で、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9月15日現在のものです。）　
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横 

浜
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横浜市緑区民文化センターみどりアートパーク 
 ☎986-2441 B-41
2018緑・芸術祭 第16回みどり区民アート展
10/28～11/4［休］無し［内容］区民が企画運営・出
展する美術展。油彩、水彩、パステル、アクリル、日
本画、水墨画、ちぎり絵他
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］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
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
青葉区民芸術祭 作品展［前期］
11/7～12［休］無し［内容］青葉区で活動する方の
作品。華道、美術工芸、写真 約270点
青葉区民芸術祭 作品展［後期］
11/14～19［休］無し［内容］青葉区で活動する方の
作品。絵画、文芸、書道 約260点 
SEN展
11/20～25［休］無し［内容］会員10名による油彩、
水彩等。風景静物他 約60点
中･韓･日アートコスモス現代美術交流展（国家と
は!!）
11/27～12/3［休］無し［内容］中･韓･日80名の現
代美術平面作家、立体造形作家 約100点
横浜市吉野町市民プラザ ☎243-9261 B-44
第38回フォト亀楽 写真展
10/29～11/4［休］無し［内容］「南寿荘写真教室」
講座を終了したOBによる展覧会
第33回あかね展
11/6～12［休］無し［内容］横浜市退職小学校長会
会員による作品展。油彩、水彩、日本画、彫塑、陶芸、
工芸等
いきがいとふれあいの 第16回フォト喜楽展
11/13～19［休］無し［内容］講師・遠藤英夫の門下
生による作品展
第9回 彩優会 水彩画展
11/21～25［休］無し［内容］日本美術家連盟会員・
木村優博から指導受けた会員による水彩
横浜髙島屋美術画廊 ☎311-5111 C-⑨
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
髙島屋美術部創設110年記念 人間国宝 鈴木藏展 
－造化にしたがひ、自然にかへれとなり－
11/7～13［休］無し
永山裕子 水彩画展
11/14～20［休］無し
上出惠悟展
11/14～20［休］無し［内容］陶芸
現代根付展
11/21～27［休］無し

リーブギャラリー ☎253-7805 A-76
上原収二展
10/29～11/4［休］無し［内容］水彩。イギリス風景
葉山倶楽部展
11/5～11［休］無し［内容］白井洋子教室
小澤淳展
11/12～18［休］無し［内容］水彩
佳楽田展
11/19～25［休］無し［内容］藤倉春日教室

柳下季器展 
11/21～27［休］無し
髙島屋美術部創設110年記念 襲名記念 十六世 松
林豊斎 茶陶展
11/28～12/4［休］無し
安藤和夫・ニキ展
11/28～12/4［休］無し［内容］木工、絵画　 
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30回・神奈川風景水彩画　二翠会展
11/1～6［休］無し［内容］主催＝二翠会
第36回 川村造形美術2018展
11/15～20［休］無し［内容］主催＝川村造形美術研
究所 磯子アトリエ
第40回KPC公募 写GIRL展
11/22～27［休］無し［内容］写真展 主催＝KPC・写
ガール会
日本ペン彩画会展   
11/29～12/4［休］無し［内容］主催＝日本ペン彩
画会
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
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 

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
第44回 ハマグルッペ展
11/13～11/18 ［1F］
［主催］ハマグルッペ
［内容］写真を主とした総合美術展。特に、創作人形

が人気
第22回 横浜丘遊展 
11/13～11/18  ［B1F］
［主催］横浜丘遊会
［内容］志を同じくした仲間達と共に30年 油彩、水

彩を主に50点

神奈川県水墨画美術展           
11/14～11/18 ［2F/3F］ 
［主催］神奈川県水墨画美術協会
［内容］水墨画を中心に全国公募展を開催、各先生方

の作品を同時に展示
第65回 春陽会神奈川研究会展
11/21～11/26 ［全展示室］
［主催］春陽会 神奈川研究会
［内容］創立95年を迎える春陽会、県内在住者中心

に絵画 約180点
第58回 神奈川県女流美術家協会展
11/28～12/3 ［全展示室］
［主催］神奈川県女流美術家協会
［内容］県内在住在勤の女性による油彩、水彩、日本

画等 約200点

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

中林忠良《転位 '90ｰ地ｰⅡ》
1990年／エッチング、アクアチント／ 57.7×61.5cm

●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 山手 ☎628-0267 A-④
小さな世界展 －CDケースを使って－
11/1～11［休］無し［内容］CDケースを額に見立て
た作品

－とんぼ玉－30人、もしかしたらそれ以上のとん
ぼ玉作品展
11/15～20［休］無し［内容］朝日カルチャーセン
ター横浜、日本宝飾クラフト学院の受講生、元受講
生による作品
白木ゆり 個展
11/22～26［休］無し［内容］版画等 
Forest garden VOL4 キルトとアクセサリー
11/28～12/3［休］無し［内容］佐藤千亜紀　盛田
尚美
art Truth ☎263-8663 A-⑥
坪井富佐乃 銅版画展
10/31～11/5［休］無し［内容］クジラやシャチな
ど海の生物を題材に
武永リヨ個展
11/7～12［休］無し［内容］椅子や蓮などをモチー
フにしたアクリル画
永吉香里 個展
11/14～19［休］無し［内容］陶と版画
瀧ヶ崎千鶴 日本画展
11/21～26［休］無し［内容］植物を中心とした作品
鳥垣英子 個展
11/28～12/3［休］無し［内容］日本画
ATELIER K・ART SPACE ☎651-9037 A-⑨
田鶴濱洋一郎展 －時の狭間－
11/25～12/8［休］12/3［内容］和紙に墨を使った
抽象画、ガラス等大小合わせて20点　  
1010美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑩
線幸子 個展 Layer・まど2018
11/3～25［休］水曜［内容］ミクストメディア、半立体
岩崎ミュージアム・ギャラリー ☎623-2111 A-⑪
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 
アトンメントセンター子供絵画教室第38回てんら
んかい
11/13～18［休］無し［内容］子供たちの作品。ワー
クショップあり
スージ・アンティック＆ギャラリー2018展
11/21～3/3［休］月曜（祝日の場合は翌日）、年末年
始［内容］ジュエリー、食器、銀器やカトラリー、タ
イル、生活雑貨等西洋アンティークの魅力を紹介
エリスマン邸 ☎211-1101 A-⑬
写真展「それぞれの一念」
 11/1～5［休］無し
ハンドメイド5人コラボ展示会
11/9～11［休］無し
FAVORITO!展 楽しく巻いてみよう
11/15～18［休］無し

神奈川近代文学館 ☎622-6666 A-⑮
特別展「寺山修司展 ひとりぼっちのあなたに」
9/29～11/25［休］月曜 ［内容］身体的、視覚的な表
現の可能性に挑み続けた寺山修司の創作活動を紹介
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［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
田中克佳 写真展「パタゴニア―最果ての大地に広が
る驚愕の世界」
10/13～12/24［休］祝日除く月曜［内容］地球上に
残された数少ない極限の大地 40点
画廊 楽 ☎681-7255 A-㉑
アトリエ・コパン展
10/29～11/4［休］無し［内容］油彩、水彩（会場 画
廊楽Ⅰ）
Leaves展
10/29～11/4［休］無し［内容］水彩、アクリル（会
場 画廊楽Ⅱ）
多摩美ALTE
11/5～11 ［休］無し［内容］油彩、水彩、テキスタイ
ル（会場 画廊楽Ⅰ）
男の淡彩3人展  
11/5～11 ［休］無し［内容］水彩（会場 画廊楽Ⅱ）
鈴木知子 個展
11/12～18［休］無し［内容］水彩（会場 画廊楽Ⅰ）
横浜山手美術クラブ
11/12～18［休］無し［内容］油彩、水彩（会場 画廊
楽Ⅱ）
響韻会
11/19～25［休］無し［内容］日本画（会場 画廊楽Ⅰ）
遊子展
11/19～25［休］無し［内容］油彩、水彩（会場 画廊
楽Ⅱ）
独立選抜展 冬の陣
11/26～12/2［休］無し［内容］油彩（会場 画廊楽Ⅰ
&Ⅱ）
ギャラリーKAN ☎641-4751 A-㉔
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
第48回 錦鳳会佐賀錦展示会
11/23～25［休］無し［内容］額、バック、小物類等 約
70点
ギャラリー伽羅 ☎842-1428 B-⑪
手作りきゃらSHOP
10/30～12/1［休］日曜、月曜、祝日［内容］着物や帯
のリフォーム服やバック、小物等、全て手作りの作品
ギャラリーこやま ☎545-1105 B-⑫
竹川志郎展
11/21～27［休］無し［内容］油彩、アクリル、デッサ
ン等
ギャラリーダダ ☎461-1533 C-②
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
澤海勤ニ 油絵展
11/7～13［休］無し［内容］身直な風景
長谷川博之 水彩画展
11/7～13［休］無し［内容］風景、静物等
2018アクアレッロ11人展
11/14～20［休］無し［内容］佐橋井久子他国内外で
活躍する水彩画家の作品展
澤部哲矢 作品展
11/21～27［休］無し［内容］風景画
阿部麗 水彩画展
11/21～27［休］無し［内容］静物画
笹倉かんせい作品展
11/28～12/4［休］無し［内容］アクリル
和久井正男 油絵展
11/28～12/4［休］無し 
ギャラリーぴお B1 ☎681-5122 A-㉙
第31回 港の作家小品展（絵画）
11/1～6［休］無し［内容］5月の大作展に続く小品展
第15回 自由スケッチ会展
11/15～20［休］無し［内容］水彩、油彩 約60点
一砂会 第47回秋の横浜小品盆栽展
11/16～18［休］無し
第2回サンクチュアリ展 同時開催 横山俊光展
11/22～27［休］無し［内容］横山俊光の個展と生徒
たちによるグループ展。アクリルと鉛筆デッサン中
心 約60点

鶴見画廊 ☎584-7208 B-㉑
YOKOHAMAフラワーコーディネーション
11/1～4［休］無し［内容］暮らしの中の花
版の試み
11/11～18［休］無し［内容］版画グループ展。北野
敏美、嶋田善雄、鈴木修一、利渉重雄、米倉泉
6人展
11/25～12/1［休］無し［内容］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
第13回 宏二郎 絵画展
11/1～7［休］無し

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

ぎゃるりじん＆Chiyo’s ☎681-5900 A-36
久保田英津子
11/20～25［休］無し［内容］エッチング
MKMS,S
11/27～12/2［休］無し［内容］パステル、水彩

さ行

仲通りギャラリー ☎211-1020 A-47
田邊昭 水彩展
10/29～11/4［休］無し［内容］水彩20点
佐々木徹郎 個展
11/12～17［休］無し［内容］太平洋美術会員。油彩、
水彩 25点
余白展
11/19～24［休］無し［内容］水彩画展。吾郷越子、
白井千衣子、関幸子、三澤英子 各10余点
大西二人展
11/26～12/1［休］無し［内容］版画・皮作品
爾麗美術 ☎222-4018 A-50
阿部 守展
10/20～11/4［休］10/30［内容］鐵を鍛える
2018の3人展 阿部照夫 米山厚子 能登茂行
11/10～18［休］水曜［内容］市立南高校 OB
岡村桂三郎展
11/23～12/4［休］水曜［内容］1990年代の作品中
心。「かわべ美術協力」

そごう美術館 ☎465-5515 C-③
The Essence of Beauty バレエ～究極の美を求めて～
11/23～12/25［休］無し
そごう横浜店美術画廊 ☎465-5506 C-④
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
竹内康行 油絵展
11/6～12［休］無し［内容］洋画
2018 Winter Antique Jewelry Collection
11/6～12［休］無し［内容］アンティーク
燦の会 漆芸展
11/13～19［休］無し 
片岡球子 版画展
11/20～26［休］無し 
河端彩谷 陶展
11/20～26［休］無し 
うるしの道展
11/27～12/3［休］無し［内容］漆芸
現代根付彫刻展
11/27～12/3［休］無し［内容］根付

田尾憲司 日本画展
11/8～14［休］無し［内容］日本美術の先達にイン
スパイアされた作品
赤澤典子インテリアアート展
11/15～21［休］無し［内容］古典と現代を融合し独
自の感性で描いた作品 約20点を展示販売
元木貴信 宙吹きガラス展
11/22～28［休］無し［内容］宙吹きの成形技法で制
作されたガラスの器、新作含む約100点を展示販売
谷垣博子 絵画展
11/29～12/5［休］無し 

な行

は行

モザイク・イコン・カリグラフィー三人展「忘れられ
た記憶をたどる」 RIE HARA  RINA YAMASHITA 
KOTOKO TERADA
11/22～25［休］無し［内容］RIE HARA（モザイク）
RINA YAMASHITA（イコン） KOTOKO TERADA
（カリグラフィー） ワークショップあり
ギャラリーミロ ☎251-5229 A-32
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
山水会日本画展
11/5～11［休］無し［内容］第16回を迎えるグルー
プ展。山中本士先生指導
ミマス絵画展
11/12～18［休］無し［内容］第37回を迎える絵画
展。油彩、水彩等
AQUARELLE 5（アクアレル　ファイブ）
11/19～25［休］無し［内容］風景や花を描いた透明
水彩画の5人展
松田イメルダ 手編みアルパカ展
11/26～12/2［休］無し［内容］ペルー（リマ）の工
房で制作したアルパカ糸を使用した作品
ギャラリー Lei OHANA ☎941-6169 B-⑭
冬が来る前にあたたかな木版画展 Vol.4
11/1～4［休］無し［内容］木版画、パステル
12の贈り物展
11/9～11［休］無し［内容］移り行く季節をテーマ
に貼り絵、切り絵
花アトリエ あんずの森クリスマス展
11/16～18［休］無し［内容］X'mas & お正月リー
ス・アレンジ
ギャルリーパリ ☎664-3917 A-35
高橋信之 個展
11/5～10［休］無し
坂下昿吉「坂道と横浜」
11/12～24［休］日曜

ギャラリー日吉 ☎561-2009 B-⑬
川井康弘イラスト展 ゴールドフィンガー
11/8～13［休］無し［内容］車・バイクのイラスト、
趣味の手作りギターも展示
書の庭 版の庭 梢 展
11/16～22［休］無し［内容］永井紫風（書）両所ふ
みよ（書）室井弘道（版）（企画展）
gallery fu ☎070-6429-8597 A-㉛
立川志の八 真打昇進1周年記念「写真＋落語」
11/6～11［休］無し［内容］2017年11月に真打昇
進した軌跡をたどる。公演あり
写真とクラシックギターライブ「十一月の音」
11/16～18［休］無し［内容］写真：西岡さと子、演奏：
秋山智美。ライブ演奏あり

みつい画廊 ☎261-3321（ハヤカワ画材店） A-59
高田勲 油彩画展
10/29～11/4［休］無し［内容］油彩等 約15点
第26回 キャンバス・アバウト展
11/5～11［休］無し［内容］油彩等 約40点
漂展
11/12～18［休］無し［内容］水彩 約40点
カルデラ展
11/19～25［休］無し［内容］油彩等 約40点
みなとみらいギャラリー ☎682-2010 A-60
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 
あ～と書道展 白土芳鶴社中展
11/6～12［休］無し 
ほっとする風景、心に残る時間－筒井恭治 細密版画展
11/6～12［休］無し
森の会展
11/7～12［休］無し［内容］絵画
「風少女 in 横浜」－布花と人形達－
11/14～19［休］無し［内容］球体関節人形と布花作品

ま行

美術画廊 ギャラリー桜木町 ☎261-8171 A-54
生井朝子となかまたち展
11/18～24［休］無し［内容］各作家の手づくり小品
生井朝子と千社札の会展
11/25～12/2［休］無し［内容］千社札と江戸文字 
名人たちのお宝
f.e.i art gallery ☎325-0081 C-⑤
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
清水健太郎小品展 －バベルへのより道－
11/6～22［休］土曜、日曜、祝日［内容］旧約聖書の
創世記に登場する「バベルの塔」をテーマに制作を
続ける作家の個展。油彩、水彩、半立体

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA 
 ☎411-5031 C-⑥
（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
第44回 翠嵐会美術展
11/6～11［休］月曜［内容］県立横浜翠嵐高校
OB/OGによる美術展。油彩、彫刻、写真、工芸等 約
80名
第50回 白日会神奈川支部展 
11/13～18［休］無し［内容］油彩、水彩等
アトリエ21 -100枚のクロッキー展-
11/20～30［休］月曜［内容］主催：岡田高弘、上田
耕造、広田稔
ブラフ18番館 ☎662-6318 A-57
横浜自然観察の森で描く一葉会植物画展
11/8～13［休］無し
ちくちく手縫いの刺し子展
11/15～20［休］無し
生徒と講師のトールの作品展
11/21～24［休］無し［内容］アメリカントールペイ
ント
各務優写真展 フィルムカメラで撮る川越
11/25～28［休］無し

山手234番館 ☎625-9393 A-61
四季会、墨の香に魅せられた仲間の書画展
11/1～6［休］無し
虹彩会水彩画展 ～気の向くままに楽しんで～
11/8～13［休］無し
クリスマスのための刺繍展
11/15～20［休］無し［内容］手芸
第46回「ヨコハマ・四季の緑」フォトコンテスト入
賞作品展
11/22～27［休］無し 
山手111番館 ☎623-2957 A-62
We Love Flowers ～花の髪飾り
11/2～6［休］無し［内容］ヘッドドレスと帽子
2018 kamyuri Boutis class
11/16～21［休］無し［内容］フランスキルトBoutis
ヨコハマ空想女子展
11/23～27［休］無し［内容］イラストレーション
横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場
 ☎771-1212 B-㉛
第16回 YOKOHAMA「星団」写真展
11/7～12［休］無し［内容］共同個展。羽鳥和子 他
14名
波瑠の会展
11/21～27［休］無し［内容］会員約10名による静
物、人物画他
横浜市岩間市民プラザ ☎337-0011 B-33
第31回 高齢者作品展
11/1～5［休］無し［内容］60歳以上の方の絵画、書、
手芸等
偕恵いわまワークス作品展 ～2019年カレンダー
原画展「世界の街」～
11/28～12/6［休］無し［内容］カレンダーの原画12
点と絵画約30点
横浜市大倉山記念館 ☎544-1881 B-34
第34回 大倉山秋の芸術祭 記念館と利用者、地域と
のふれあいを深めて
11/1～5［休］無し［内容］公募展
第10回 大倉山スケッチ会 水彩画展
11/6～11［休］無し［内容］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-38
小池緋扇の人形ワンダーランド
11/9～11［休］無し
第7回 潮田地区センター絵画サークル展
11/22～27［休］無し［内容］絵画教室の服部澄子、
渡辺早苗、上田凱子による風景、静物
yujiの写真塾 第2回写真展
11/28～12/4［休］無し［内容］四季折々の横浜風
景。大谷雄二、石井繁、斉藤吉之
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ 
 ☎866-2501 B-40
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
写真クラブどんぐり・フォトサークル151A合同写
真展
11/6～12［休］無し［内容］会員による風景写真等
第２回 戸塚切り絵展示会
11/14～19［休］無し［内容］切り絵会員の年間活動
成果
フォトクラブ悠友、フォトみちづれ 合同写真展
11/20～26［休］無し［内容］フォトクラブ悠友20
周年記念
第9回とつかお結び広場
11/28～12/2［休］無し［内容］区民による絵画、布
リメイク等

第26回 ねんどの花 ルレーブ・フルール展
11/22～25［休］無し
神奈川藍筍会 書作展
11/30～12/2［休］無し［内容］仮名書道
第5回カービングプラス作品展「メリークリスマス」
11/30～12/2［休］無し［内容］ソープカービング、
フルーツカービング

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。

宏二郎《そこにあるもの no.201 蝋燭 Icon》

清水健太郎《星の住む森》

坂下昿吉《こみや生花店》242×333 油彩

大森裕 《小さな世界展》

西岡さと子


