横浜能楽堂
☎263-3055
横浜能楽堂特別展「山本東次郎家の装束展」
12/8〜2/9［休］1/27［内容］企画公演「東次郎家伝
十二番」に併せ、山本東次郎家に伝わる装束など、普
段、間近で目にすることのない貴重な品々を展示。
会期中展示替えあり
横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A第 16 回 彩歩の会 淡彩・水彩風景スケッチ画展
2/13〜18［休］無し［内容］主催 = 彩歩の会

横浜市民ギャラリー展覧会情報

☎315-2828

令和元年度 横浜市立学校総合文化祭 図画工作・美
術・書道作品展
1/29〜2/3
［全館展示］
［主催］横浜市教育委員会事務局 学校教育企画部 小
中学校企画課［内容］横浜市立小、中、高、特別支援
学校の児童生徒による作品展
東海大学文化部連合会写真部 校外展
2/4〜2/10
［1F］
［主催］東海大学 文化部連合会 写真部［内容］東海大
学文化部連合会写真部が毎年行っている学校外での
写真展
第 40 回記念 公募 静雅書展
2/5〜2/10
［3F］
［主催］静雅書道会［内容］書作品 ( 漢字、かな、近代
詩文書、少字数 ) 約 120 点
神奈川県高等学校定時制通信制生徒作品展
2/5〜2/10
［2F］
［主催］神奈川県高等学校定通教育振興会［内容］県
内の定時制通信制に通う高校生による総合作品展
黒沼千春「点 × 線」
2/8〜2/9
［B1F］
［主催］黒沼千春［内容］ダンスと書道を融合したコ
ンテンポラリーダンスパフォーマンス ( 入場料有
料)
横浜国立大学美術科 卒業制作展
2/11〜2/16
［3FA］
［主催］横浜国立大学教育人間科学部 美術科［内容］
学部卒業に際し制作した絵画、彫刻、VD、空間表現
等を展示
西陣美術織 若冲 動植綵絵展
2/11〜2/16
［3FB］
［主催］西陣美術織 全国巡回展 実行委員会［内容］伊
藤若冲の絵を西陣美術織で再現した作品を展示
神奈川県警察職員美術展
2/12〜2/16
［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
品を展示

横浜美術館
☎221-0300 A澄川喜一 そりとむくり
2/15〜5/24［休］木曜［内容］戦後日本の抽象彫刻
を牽引してきた澄川喜一 ( すみかわ・きいち /1931
年生まれ ) の、首都圏の公立美術館で開催される初
の大規模個展
横浜本牧絵画館
☎629-1150 B-㊼
第 1 回 作家・研究者支援プログラム展示
鳥越一穂 銅板油彩画の制作
2/8〜24［休］火曜［内容］銅板に描く細密油彩画の
技法を、多数の作例とともに公開、展示

横浜

や行

ギ ャ ラ リ ー

め ぐ り

※会期・時間等は事前にご確認ください

カナソウトリエンナーレ
2/12〜2/16
［1F］
［主催］カナソウトリエンナーレ［内容］神奈川総合
高校の OB・OG による展示
カワイ絵画造形教室 作品展
2/15〜2/16
［B1F］
［主催］㈱河合楽器製作所カワイ絵画造形教室［内容］
県内のカワイ絵画造形教室生徒の作品展示とワーク
ショップ開催
第 42 回 日月書道展（公募）
2/19〜2/24
［全館展示］
［主催］日月書道会［内容］漢詩、和歌、俳句を題材と
した伝統的正統書。大作、小品、学生書初め等
燎の会
2/25〜3/2
［3FA］
［主催］燎の会［内容］油彩を中心にした平面作品、
100 号から 130 号を約 20 点
横浜国立大学教育人間科学部 書道ゼミ卒業制作展
2/25〜3/2
［3FB］
［主催］横浜国立大学 教育人間科学部 書道ゼミ［内
容］横浜国立大学書道ゼミ学生による臨書と創作の
卒業制作約 20 点
日本風景写真協会神奈川支部第 16 回作品展 彩時記
2/25〜3/2
［2FA］
［主催］日本風景写真協会 神奈川支部［内容］日本の
風景をテーマにした写真展。大全紙を 62 点展示

2020 年

2

月号

横浜市民ギャラリーの所蔵作品を毎月紹介します

第 20 回 2020年協会展
2/25〜3/2
［2FB］
［主催］2020 年協会展［内容］表現のジャンルを超
え研鑽を続けた。今回 20 回展
横浜市民ギャラリーコレクション展 2020「うつし、
描かれた港と水辺」
2/28〜3/15
［B1F・1F］
［主催］横浜市民ギャラリー［内容］横浜市民ギャラ
リーのおよそ 1,300 点の所蔵作品のなかより、横浜
を中心に港や海、水辺が描かれた作品を紹介。油彩、
日本画、写真、版画等およそ 50 点で構成

柴田昌一《ＭＭ21(A)》
1988 年／エッチング、アクアチント／ 29.2×37.9 ㎝

●本作品は
「横浜市民ギャラリーコレクション展 2020 うつし、描かれた港と水辺」
（2 月 28 日〜3 月 15 日、横浜市民ギャラリー展示室 1、B1）

に出品される予定です。
※ホームページで作品解説をご覧いただけます。

1 月〜3 月は横浜市内で写真の祭典「フォト・ヨコハマ 2020」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 2019 〜
2020」
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 2019 年12 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）
〒220-0031 横浜市西区宮崎町 26 番地 1
TEL: 045-315-2828 ／ FAX: 045-315-3033

デザイン：ふじたおさむ

ホームページでも情報公開!

・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 2019〜2020」に対応しています。

1〜3月は写真展をクローズアップしてご紹介します。ぜひお出かけください。
★この欄と同色のものが写真展です。

開催中
横浜をもっと楽しむ写真の祭典「フォト・ヨコハマ2020（1〜3 月）」

あ行
Art Gallery 山手
☎628-0267 A-④
第 11 回 猫・ねこ写真展 PART1
2/7〜16
［休］
無し
［内容］
猫をモチーフにした写真展。
写真家は荒木絢子、大森裕、熊谷忠浩、小滝卓央、先崎
多栄子、島村恵美、ネコ撮り探検隊利根川清、三谷育
生、Punkuma、やすえひでのり

大森裕

第 11 回 猫・ねこ写真展 PART2
2/21〜3/1［休］無し［内容］猫をモチーフにした写
真展。写真家は渥美大亮、池内育美、大塚義孝、楞野
明弘、Kiyochan、
クワイケイイチ、信清正充、ふかが
わゆうこ、矢部一樹
art Truth
☎263-8663 A-⑥
Aii Kawashima（如月愛）個展
1/29〜2/3［休］無し
［内容］アクリルや墨を用いた
抽象画
Tamu.w.aki 個展
2/5〜10［休］無し［内容］絵本のようなファンタジッ
クなアクリル画
町田昌弘写真展
2/11〜16［休］無し［内容］横浜の歴史、風景を映し
た写真展。写真集出版記念展
小倉宗、すぎうらひろあき二人展
2/19〜24［休］無し［内容］ねこや動物等ユニーク
なアクリル画の作品展
上野謙介個展
2/26〜3/2［休］無し［内容］版画作品とアクリル画
の抽象画作品を展示
1010 美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑩
Tracy Lynn Templeton個展「Nocturne's Shadow」
2/29〜3/10［休］水曜［内容］版画、ミクストメディ
ア、インスタレーション
MZarts
☎315-2121 A-⑫
シルクロードの顔貌
2/14〜3/14［休］日 曜、月 曜、火 曜、水 曜［内 容］大
規模開発以前の 21 世紀初頭のカシュガル、ウルム
チなどのシルクロードのまちに住む人々の生活を顔
貌から考察する写真展

カシュガル /2002 年

か行
神奈川近代文学館
☎622-6666 A-⑮
企画展・収蔵コレクション展18
「没後50年 獅子文六展」
12/7〜3/8［休］月曜 ( 祝日の場合は開館 ［
) 内容］獅
子文六 (1893〜1969) の没後 50 年を記念する展覧
会。横浜に生まれ、昭和を代表する流行作家として
一世を風靡し、演劇人としても活躍した獅子の生涯
を、所蔵する資料を通して、作品とともに紹介。同時
開催 = 常設展「文学の森へ 神奈川と作家たち 第 3
部 太宰治、三島由紀夫から現代まで」

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「遊牧ぐらし〜草原の民と砂漠の民〜」
12/14〜3/22［休］月曜 ( 祝日除く ［
) 内容］草原と
砂漠に住む遊牧民の暮らしをテーマに、カザフの刺
繍やイランの絨毯、モンゴル、モロッコ、シリアの遊
牧民を撮影した写真、日常生活で使われる道具など
を紹介
神奈川県立歴史博物館
☎201-0926 A-⑱
特別陳列「古文書が語る富士山宝永噴火−神奈川県
域の被災と復興−」
1/7〜2/2［休］月曜 ( 祝日の場合は開館 )、1/28［内
容］2006 年に開催した特別展『富士山大噴火−宝永
の「砂降り」と神奈川−』では未紹介だった資料を中
心に、関連資料を改めて紹介
カフェ・ギャラリーリンデン ☎532-5288 B-⑦
帽 子 作 家 tabotabotabou& ア ク リ ル 画・コ ラ ー
ジュ作品 naomi のコラボ展
1/22〜2/2［休］月曜、火曜［内容］素材を生かした
個性的なデザインの帽子作家と、色彩豊かな作品で
瑞々しい感性が楽しい作家のコラボ展示。WS や、
ライブもあり
「Aqua」平川圭子・小玉恵子・村山美穂 3 人展
2/12〜16［休］無し［内容］
「日常の潤い」を持ち寄
りコラボ Café 開催。陶芸、パステル、パン他
画廊 楽
☎681-7255 A-㉑
花展
1/27〜2/2［休］無し［内容］花を題材にした展示。
生け花、水彩、油彩 ( 画廊楽Ⅰ)
DY-CAP 展
2/3〜9［休］無し［内容］子供絵画・工作の展覧会 ( 画
廊楽Ⅰ)
荒井みよ子展
2/3〜9［休］無し［内容］神奈川東京新制作絵画展画
廊楽賞、油彩 ( 画廊楽Ⅱ)
北久美子 偲ぶ会
2/10〜16［休］無し［内容］故北久美子を偲ぶ展覧
会 ( 画廊楽Ⅰ&Ⅱ)
葛西裕子展
2/17〜23［休］無し［内容］神奈川二科展画廊楽賞、
油彩 ( 画廊楽Ⅰ)
上村陽子水彩展
2/17〜23［休］無し［内容］水彩 ( 画廊楽Ⅱ)
神奈川旺玄会受賞作家・会員展
2/24〜3/1［休］無し［内容］油彩、水彩、日本画 ( 画
廊楽Ⅰ&Ⅱ)
Gallery ARK
☎681-6520 A-㉒
コロニス展
2/6〜15［休］日曜
魅惑の人物画展
2/20〜29［休］日曜
ギャラリー雅友堂
☎563-3196
にんじん村グループ展 幸せの物・音・事
2/19〜24［休］無し［内容］手づくり絵本、イラスト、
写真 ( 花 )、備前焼きこもの
ギャラリー伽羅
☎842-1428 B-⑪
手作りきゃら SHOP
1/7〜2/1［休］日曜、月曜［内容］全て手作り。干支
のねずみのお細工物、着物や帯よりのリフォーム服、
バック、たすき掛けバック、ポーチ、編みぐるみ、ア
クセサリー、スカーフ等多数
ギャラリーダダ
☎461-1533 C-②
白南風の会展
1/29〜2/4［休］無し［内容］風景、人物、静物等。油彩
小さな小さな絵の展覧会
1/29〜2/4
［休］
無し
［内容］
ささやかな空間を飾る一点
けいちつスケッチ会展
2/5〜11［休］無し［内容］月に一度スケッチ会。水彩、
油彩、アクリル

あさのたかを作品展
2/12〜18［休］無し［内容］ウッドアート ( 愉快な動
物や草花 ) 北アルプスを描く版画
多田すみえ猫展
2/19〜25［休］無し［内容］かわいらしい猫の世界。
油彩
高橋茂作品展
2/26〜3/3［休］無 し［内 容］独 特 な タ ッ チ で 四 季
折々の風景や花瓶の花。ガッシュ
gallery fu
☎070-6429-8597 A-㉛
MUSIC−ヨコハマノウタ−
（PHOTO YOKOHAMA2020 パートナーイベント）
1/24〜2/2［休］月曜［内容］横浜を題材とした楽曲
をイメージさせる写真。企画協力 =写真家、鈴木知子
矢澤利弘写真展「トリノ、チネマの風景」
〜インフル
エンス・オブ・アルジェント
（PHOTO YOKOHAMA2020 パートナーイベント）
2/8〜16［休］月曜［内容］長年にわたってアルジェ
ントの作品を探求してきた矢澤利弘が、アルジェン
トの映画のロケ地を訪ね歩いた記録をモチーフに、
写真や映像、インスタレーション等、様々な表現で
新しい作品を提示
TRAIN×KANAGAWA
（PHOTO YOKOHAMA2020 パートナーイベント）
2/21〜3/1
［休］
月曜［内容］
「TRAIN×KANAGAWA」
では神奈川県を走る電車に注目。神奈川県の風景を
走る姿を展示。企画協力 = 写真家、三橋康弘

「桜と京急線」/2018 年 / 三橋康弘

ギャラリーミロ
☎251-5229 A-㉜
GREEN PEPPER 展
1/27〜2/2［休］無し［内容］油彩、水彩等
冬の福島紀行
2/3〜16［休］無し［内容］アトリエ21( 上田耕造、岡
田高弘、広田稔 ) らによる冬景色を描く。油彩、水彩
第 4 回 ザ・カルテット 水彩画展
2/17〜23［休］無し［内容］4 人のグループによる
水彩
春田景子展
2/24〜3/1［休］無し［内容］油彩、言の葉絵、書
ギャルリーパリ
☎664-3917 A-㉟
新春 21 世紀展
1/13〜2/1［休］日曜［内容］絵画、立体
桜井みどり 自然素材のオーガニックジュエリー
2/4〜12［休］日曜［内容］ジュエリー
伊藤久美子 Enchanted Garden
2/22〜29［休］日曜［内容］平面絵画
☎681-5900 A-㊱
ぎゃるりじん＆Chiyoʼ s
小林京子 児童洋画教室
2/18〜23［休］無し［内容］平面
Obi 企画
2/25〜3/8［休］月曜［内容］造形

さ行
そごう横浜店美術画廊
☎465-5506
伊達良日本画展−季の中で−
1/28〜2/3［休］無し
−黄金テンペラの世界−大垣早代子洋画展
1/28〜2/3［休］無し
〜白日会のメンバーによる〜秀作絵画展
2/4〜10［休］無し［内容］洋画
野地美樹子展−瞬の耀き−
2/4〜10［休］無し［内容］日本画
斎藤清 木版画展
2/11〜17［休］無し
手のひらの中の世界 小さな絵画展
2/11〜17［休］無し
大佛師 松本明慶 佛像彫刻展
2/19〜24［休］無し［内容］木彫

C-④

モダンアート展
2/25〜3/3［休］無し［内容］絵画
島根清油絵展
2/25〜3/3［休］無し

た行
都筑図書館
☎912-7777（横浜市歴史博物館）
出張ミニ展示
「古代のムラの仏堂−
『図説都筑の歴史』
より−」
2/27〜3/10［休］無し［内容］都筑図書館を会場に、
横浜市都筑区の薮根不動原遺跡から発掘された仏教
関係遺物を展示。3/1 に関連講座開催
鶴見画廊
☎584-7208 B-㉒
第二十三回 路の会展
2/6〜15［休］火曜［内容］5 人の作家によるグルー
プ展。浅野康則、木村優博、林奈保美、平野知加子、
前川隆敏
東急百貨店たまプラーザ店 4 階アートサロン
☎903-2441 B-㉔
ギィ・デサップ 油彩画展
1/30〜2/5［休］無し［内容］郷愁のパリを煌く光の
宝石箱のような色彩で描くデサップの油彩展
ハンス・イヌメ 作品展
2/6〜12［休］無し［内容］手漉きの紙に身近な動物
を描く。暖かさやユーモアを感じる作品展
河本いづみ 絵画展
2/13〜19［休］無し［内容］モチーフそれぞれの豊
かな色彩表現を大切にした、調和とバランスの取れ
たリアリズム作品
堀川貴永 作陶展
2/20〜26［休］無し［内容］ブルーの釉薬が特徴の
現代的で独創的な普段使いのできる陶器
カトラン・アイズピリ 作品展
2/27〜3/4［休］無し［内容］華麗な色彩の中に形而
上的思索を感じさせるカトラン。軽快なタッチと鮮
やかな色彩で人気のアイズピリの 2 人展

は行
美術画廊 ギャラリー桜木町
☎261-8171 A第 14 回 冬出逢い展
2/2〜8［休］無し［内容］油彩、水彩
f.e.i art gallery
☎325-0081 C-⑤
ヴェネチアビエンナーレ凱旋作品展「深作秀春」展
2/10〜28［休］土 曜、日 曜、祝 日［内 容］Hideharu
Fukasaku Gallery Roppongi にて 1 月に行われた
展覧会の巡回展を開催。眼科医でありながら、芸術
家としても活動を行う深作の作品を展示

深作秀春 /「走る看護婦と乳児のいる病院廊下」

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA

☎411-5031 C-⑥
TADAOCERN 展 × 演劇ユニット 富山のはるかラ
イブパフォーマンス
2/4〜16［休］月曜［内容］リトアニア出身の現代美
術 家 TADAOCERN( タ ダ オ・サ ー ン ) の イ ン ス タ
レーション展示と、インスタレーションを用いた富
山のはるか「ロミオとジュリエット」公演を開催

TADAOCERN

多摩美術大学助手展−Intermixed−
2/18〜29［休］月曜［内容］絵画・デザイン・彫刻等
多彩な専門領域の授業を運営する助手たちによる展
示。日々の研鑽、制作による作品を発表
ブラフ 18 番館
☎662-6318 A横浜山手西洋館ユースギャラリー
2/8〜16［休］無し［内容］山手にある学校の児童、
生徒の美術作品の展示
アトリエｙ ボタニカルアート展
2/20〜24［休］無し［内容］ボタニカルアート教室
作品展
書と絵手紙を習う仲間展
2/26〜3/1［休］無し［内容］書と絵手紙の展示

ま行
みつい画廊
☎261-3321（ハヤカワ画材店） Aアトリエ・アルジ展
2/10〜16［休］無し［内容］水彩等、約 20 点
第 41 回 如月展
2/17〜23［休］無し［内容］油彩、水彩、彫塑、工芸、
写真、民芸、陶芸、アクリル、書道等。約 50 点
みなとみらいギャラリー
☎682-2010 A花撮影教室・はるふぉとクラブ 第 2 回写真展
1/28〜2/3［休］無し
珪香会 書展
1/29〜2/3［休］無し
第 13 回パッチワーク・キルト・アトリエ展
1/29〜2/3［休］無し
〜油彩画〜Yukio 展・2020
2/4〜9［休］無し
第 49 回 凌雲同人書展
2/5〜10［休］無し
日本画研究会・にしんの会 日本画展
2/11〜17［休］無し
富士山 第 7 回フォトコンテスト入賞作品展
2/11〜17［休］無し
第 19 回 フォトクラブ アルクメデス写真展
2/18〜24［休］無し
大日本花道協会「花展」
2/21〜23［休］無し［内容］書道と文学碑の拓本
フォト・ヨコハマ写真展
2/27〜3/1［休］無し

や行
山手 234 番館
☎625-9393 A「明治末期〜大正期の華やかな居留外国人の生活か
ら関東大震災そして復興へ」新関光二コレクション
( 芸術祭参加 )
1/30〜2/4［休］無し［内容］絵葉書、写真、パネル
ユースギャラリー
2/8〜16［休］無し［内容］作品展
第 3 回山手東部町内会作品展
2/20〜25［休］無し
きりがみ絵 Collage Art Kiela 作品展
2/27〜3/3［休］無し
山手 111 番館
☎623-2957 AEmiko Nakai 写真展〈Rejang〉祈る島 Bali 島
1/31〜2/4［休］無し
金城厚子 洋食器絵付け展〜手描きで甦る英国客船
の食器〜
2/22〜24［休］無し
横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場
☎771-1212 B-㉜
姉妹展 ネコのキルトとポーセリング・ペイント
2/15〜18［休］無し［内容］姉のポーセリング・ペイ
ントと妹のネコのパッチワークキルト。出展者 : 浜
野福貴子、平野多摩子
第 29 回いそご芸術文化祭・書道部門作品展
2/19〜25［休］無し［内容］磯子区在住・在勤の書道
愛好家及び書家による様々な分野の書作品の展示
横浜市神奈川区民文化センター かなっくホール
☎440-1211 B-㊱
第 20 回 横浜日曜絵画展 よみうりカルチャーセン
ター横浜川浦教室
1/28〜2/3［休］無し［内容］春秋の屋外写生や、教
室で描いた着衣人物や季節の花等。絵画展での成果
発表を励みに

里山写真クラブ作品展 里山をはじめ会員の思いを
込めた写真です
1/28〜2/3［休］無し［内容］里山の風景、その中に
ある世界やその感性を基に写した様々な思いのこ
もった作品
横浜市港南区民文化センター ひまわりの郷

☎848-0800 B-㊲
ゆめおおおかフォトクラブ第 2 回 写真展
1/30~2/5［休］無し［内容］シルバー人材センター写真
教室の卒業者有志を中心に発足した写真クラブ。それぞれ
の持ち味と感性を生かした自由作品を展示

横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール

☎511-5711 B-㊴
公募 2020 第 16 回たぶろう横浜展
2/5〜11［休］無し［内容］横浜市周辺や全国各地の
風景画・静物画等を多数展示。出展者 : 澤田一彦、中
小原司良、河英愛、富多健三 他多数
第 9 回サルビアこども絵画展
2/22〜29［休］無し［内容］
「ぼく・わたしの好きな
もの」をテーマに募集した鶴見区の子どもたちの自
由な発想の絵の展覧会
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ
☎866-2501 B-㊶
神奈川県立上矢部高等学校卒業制作展
1/30〜2/3［休］無し［内容］美術科 3 年専門科目の
作品展示。約 100 点
サンフォーカスʼ 94 25 周年記念・講師塚原淳一と
共催写真展
2/4〜10
［休］
無し
［内容］
ギャラリーAにて会員38点、
ギャラリーBにて「自然の息吹」大判含め20点展示
水彩画展 2020
2/13〜17［休］無し［内容］横山貴裕講師指導の水
彩画作品展。風景、花、静物等約 90 点
戸塚ものづくり自慢展
2/28〜29［休］無し［内容］企業・区民による " 戸塚
ものづくり " が大集合
横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-㊸
ショーケースギャラリー 大野綾子展
1/6〜3/22［休］1/27、2/24［内容］日常の中で眼に
した植物、生活用品、風景、動作する人などを、石によ
る彫刻で表現する大野綾子の作品展示
あざみ野フォト・アニュアル「田附勝 KAKERA き
こえてこなかった、私たちの声」展 / 横浜市所蔵カ
メラ・写真コレクション展「ダゲレオタイプ−記憶
する鏡」
1/25〜2/23［休］1/27［内容］写真表現の現在を切
りとる企画展と、収蔵する約１万件の横浜市所蔵カ
メラ・写真コレクションを様々な切り口で紹介する
コレクション展を「あざみ野フォト・アニュアル」と
して同時開催
アトリエ・ヨシイエ 作品展
2/26〜3/1［休］無し［内容］ホームスパン ( 羊毛の
染、手 紡 ぎ、手 織 り 等 ) と、陶 芸 の 姉 妹 教 室 展。約
300 点
横浜市吉野町市民プラザ
☎243-9261 B-㊺
やま家のまたたき写真展
2/11〜17［休］無し［内容］かその村で犬 1 ぴきと 4 人で
暮らす人々の生活を写した写真を展示

横浜髙島屋美術画廊
☎311-5111 C-⑨
美人画づくし−令和−展
1/29〜2/4［休］無し［内容］日本画
吉田喜彦 陶展
1/29〜2/4［休］無し
具象の現在−その先へ展
2/5〜11［休］無し［内容］洋画。大畑稔浩、小笠原雄
介、田中英生、廣田真知子、安冨洋貴、行晃司
豊福博 展
2/5〜11［休］無し［内容］陶芸
未来へ。引継がれる系譜 木彫本流 展
2/12〜18［休］無し
橋詰正英 展
2/12〜18［休］無し［内容］陶芸
六代 上田直方 茶陶展
2/19〜25［休］無し
佃眞吾 展
2/26〜3/3［休］無し［内容］木工
佐々木麦 展
2/26〜3/3［休］無し［内容］洋画

