
今月は横浜市民ギャラリーで
「新・今日の作家展2021・日常の輪郭」は、

10月10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2021~2022」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2021年8月15日現在のものです）
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横浜市民ギャラリー展覧会情報 ☎315-2828
新・今日の作家展2021 日常の輪郭
9/18~10/10 ［1F/B1F］
［主催］横浜市民ギャラリー［内容］同時代の作家の作品
を展示。本年は「日常の輪郭」を副題に国内外で活動する
2名の作家を紹介。出品作家は田代一倫、百瀬文

第53回 神奈川現展
9/28~10/4 ［3F］
［主催］現代美術家協会 神奈川支部［内容］油彩を中心に、
約50点展示（油彩、工芸、写真、立体）
第一美術協会 第43回 湘南支部展
9/28~10/4 ［2F］
［主催］第一美術協会 湘南支部［内容］油彩、水彩、墨彩、
工芸　4号から150号まで約100点
第1回 京都芸術大卒・外苑キャンパス展
10/5~10/10 ［3FA］
［主催］GAL 2018 ［内容］京都芸術大学通信教育部卒業
生による油彩画グループ展
風景スケッチ展
10/5~10/10 ［2F］
［主催］横浜・鎌倉スケッチ会［内容］「鎌倉・横浜・その
他の都市」をテーマにした水彩画、約200点

第51回文化書道神奈川県連合会書道展
10/13~10/16 ［3F］
［主催］文化書道神奈川県連合会 ［内容］県内の社会人、学
童による書道作品を展覧し書道文化を広めたい
2021年第32回神奈美会員展
10/12~10/17 ［2FA］
［主催］神奈川美術協会［内容］会員の日頃の創作作品を
発表
浜悠書道展
10/20~10/24 ［2F］
［主催］浜悠書道会［内容］佐藤祥鳳先生の門下生一同の
書画と先生の米寿記念史200点
第24回 淨雲会 佛像彫刻展
10/20~10/24 ［1F］
［主催］淨雲会［内容］佛師指導のもと彫り上げた。大佛師
と生徒の佛像彫刻展
第33回 雨聲会横浜書展
10/20~10/24 ［B1F］
［主催］雨聲会 横浜支部［内容］子供の半紙作品や、淡墨
を中心とした一般の書道作品を展示
春陽会神奈川研究会展
10/27~10/31 ［全館］
［主催］春陽会 神奈川研究会［内容］研究会会員による油
彩、水彩、混合技法の作品を約130点

ギャラリーめぐり

や行
横浜人形の家 ☎671-9361 A-68
企画展「アンティークドール×現代創作人形」
7/10~10/10［休］月曜［内容］現代創作人形作家18名が
本展に向けて新たに制作した作品を中心に、約90点を紹介
第二企画展「人形写真家・田中流の眼差し」
9/11~10/31［休］月曜［内容］球体関節人形が日本で初め
て紹介された1965年。その後に誕生した多くの現代創作
人形作家の、人形写真を撮り続けた田中流の写真展
横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A-70
第33回 グループ森 植物画展
10/14~10/19［休］無し［内容］主催=グループ森
第33回 二翠会展（神奈川風景水彩画）第33回 横浜淡彩
画友の会展 合同展
10/28~11/2［休］無し［内容］主催=二翠会、横浜淡彩
画友の会
横浜本牧絵画館 ☎629-1150 C-44
横浜本牧絵画館常設展示 横浜本牧と絵画
9/4~10/3［休］火曜［内容］かつて本牧の地を訪れた画
家や、本牧に居住する画家の本牧を題材にした作品、本牧
の地で制作された作品の展示

ダブルポートレイト－描かれた人形
10/16~1/16［休］火曜、12/27~1/4［内容］岩田の恩
師にあたる小磯良平や長谷川潔、さらに現在活躍中の画家
達がどのように人形を描いているかを概観したうえで、岩
田の人形をモチーフとした作品を紹介

岩田榮吉 / 室内

横浜市民ギャラリーの所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

デザイン：ふじたおさむ

新型コロナウイルスの影響により、
展覧会が中止・延期となることがございます。

最新情報は、各施設にご確認下さい。

このパンフレットは、カーボンオフセットにより
制作に伴うCO2排出をゼロにしています。
オフセットクレジットの提供者：アズビル株式会社

ホームページでも情報公開!

杉浦勝人《卓上静物》
1966年／油彩、キャンバス／ 80.0×60.0cm

●ホームページで作品解説をご覧いただけます。



第12回 横浜画塾展 -Inner Journey-
9/28~10/4［休］無し［内容］水彩を学ぶ塾生展。約250点
第13回 絵画技法材料研究会作品展
10/12~10/18［休］無し ［内容］油彩、テンペラ、デッサ
ン等の小品約60点
あおばHEYアート倶楽部作品展
10/26~10/31［休］無し ［内容］会員の油絵作品及び石
坂浩二先生の作品。約50点
ザ・ライフギャンブラー ~人生をかけた者たち 展
10/27~10/31［休］無し ［内容］横浜発のアール・ブリュッ
ト作品を展示。約80点
横浜市吉野町市民プラザ ☎243-9261 C-42
MOA美術館 横浜市南区児童作品展
10/15~10/17［休］無し ［内容］未来に羽ばたく子ども
たちが夢と希望を絵に表現
ひまわり会フラワーデザイン展
10/23~10/24［休］無し ［内容］四季折々のフレッシュ
な花材を用いてヨーロピアンスタイルのフラワーアレンジ
メントを学ぶ日々の成果を発表
第11回 彩優会水彩画展
10/27~10/31［休］無し ［内容］木村優博先生の指導・
助言を頂き、水彩画を楽しみ学ぶクラブの展示会
横浜市歴史博物館 ☎912-7777 C-43
企画展「横浜の大名　米倉家の幕末・明治  ー『日記』が伝
える武州金沢藩、激動の4年ー」
10/2~11/23［休］月曜（祝日振替休日の場合は翌日）［内
容］廃藩置県から150年となる今年、武州金沢藩の幕末か
ら廃藩置県までの動向を、「日記」をもとに領地の村々の資
料も交えて紹介
横浜髙島屋美術画廊 ☎311-5111 B-⑨
第35回青渕会－標－　
9/29~10/5［休］無し［内容］日本画
加藤清和 作陶展
9/29~10/5［休］無し
野村重存 展－柔らかな光－
10/6~10/12［休］無し［内容］洋画
角 有伊 うるし展－漆のある空間－
10/6~10/12［休］無し
第13回 髙垣篤展－茜青瓷・赫・玄－
10/13~10/19［休］無し［内容］陶　
具象の現在展－3つの個性－
10/13~10/19［休］］無し［内容］洋画。安彦文平、北浩二、
西房浩二　
田島周吾 日本画展
10/20~10/26［休］無し
柳下秀季 作陶展
10/20~10/26［休］無し
九谷 三代 三ツ井為吉 作陶展
10/27~11/2［休］無し
森吉 健 展 Natural Shapes－自然の形から－
10/27~11/2［休］無し［内容］洋画

は行

ま行

f.e.i art gallery ☎325-0081 B-⑤
第9回FEI PRINT AWARD準大賞者 佐伯明美展
9/27~10/8［休］土・日曜祝［内容］版画公募展「FEI PRINT 
AWARD」の準大賞受賞者展。重く苦しい空気感や漠然と
した不安感が充満した世界を、「時代の目撃者」として作品
に表現
くるみガーデン2021
10/13~10/29［休］土・日曜祝［内容］多肉植物、雑貨、お庭
づくり等を行っている、kurumi*gardenによる展示販売
FEI ART MUSEUM YOKOHAMA 
 ☎411-5031 B-⑥
2021台湾×日本現代漆芸交流展－療癒緑工芸－
9/28~10/14［休］月曜［内容］第4回。赤堀郁彦、伊能一
三、井上洋介、いらはらみつみ、岩田俊彦、梅津奈保子、江
村忠彦、小田伊織、大塚智嗣、小林秀俊、佐藤史幸、髙宮ヨ
ウコ、中静志帆、中島靖高、藤田薫、柗井圭太郎、松島さく
ら子、松田環、三好かがり、村本真吾、横田千明、吉田真澄、
若宮隆志、廖勝文、趙崇源、張美姜、洪桂花、胡美林、龍美君、
林世銘、歐慧宜、張賽青、張森洋、蕭嘉儀、呉明媛、蕭嘉儀

な行
爾麗美術 ☎222-4018 A-47
岩田 眞 タカハシタツロウ 頼久（らいきゅう） 三人展
10/2~10/11［休］無し［内容］45年前の多摩美大の同組
生三人展（油彩科）。木版、シルクスクリーン、アクリル画
黒騎士展Ⅰ
10/16~10/24［休］無し［内容］横浜芸術研究所、星永絵
画研究所出身者の絵画展。杉村倉太個展
黒騎士展Ⅱ
10/30~11/7［休］無し［内容］星野鐵之（1939-2018）、安
斎アヤ子、杉村倉太、鈴木正道、能登茂行、又村統、山本治美

あゆみ会 絵画展
10/27~11/2［休］無し
島絢子 草木染め作品展
10/27~11/2［休］無し
gallery fu ☎070-6429-8597 A-㉛
杉山佳 林樹里 二人展
10/12~10/24［休］月曜［内容］日本画に線の要素とし
てクレヨンを組み合わる杉山と、山歩きをしながら得たモ
チーフにたらし込みの技法を加える林。独自の表現を突き
詰める二人展
ギャラリーミロ ☎251-5229 A-32
色波展
9/27~10/3［休］無し［内容］水彩、イラスト、手芸品等。
横浜国大OGによるグループ展
関哲郎個展
10/4~10/10［休］無し［内容］小品から大作までの木版
画による初個展
エクリュ展
10/11~10/17［休］無し［内容］油彩、水彩、ちぎり絵等
アトリエ21開設20周年記念展
10/18~10/31［休］無し［内容］〈アトリエ21〉上田耕造、
岡田高弘、広田稔。在籍生徒による作品展
GALERIE PARIS ☎664-3917 A-35
大橋孝子 個展
10/1~10/7［休］日曜
小林達也『大きな線 もしくは星』
10/9~10/21［休］日曜
坂下昿吉『金澤湊平成詞絵』2021年
10/26~11/6［休］日曜
ギャラリー Lei OHANA ☎941-6169 C-⑭
~太田美幸と子どもたち~
『ART&CRAFT KIDS'STUDIO 作品展12』
10/15~10/17［休］無し［内容］生徒たちによるデッサン、
油絵、水彩、パステル、日本画、粘土、切絵、手作り絵本等
おくやま いくこ 紙アートの世界 20th Anniversary
10/29~11/3［休］火曜［内容］制作活動20周年記念。紙
で表現する小さな世界の作品展&販売
ぎゃるりじん＆Chiyo’s ☎681-5900 A-36
ダバート
9/28~10/3［休］無し［内容］平面
ひめとんこ絵本出版記念原画展
10/12~10/17［休］無し［内容］絵本原画
イサオ シモカワ
10/26~10/31［休］無し［内容］平面
ゴールデンギャラリー ☎201-7118 A-37
芳林小品展
9/30~10/4［休］無し［内容］書、小品展
第39回 群星会書展
10/7~10/12［休］無し
第33回 右心会書展
10/14~10/19［休］無し
第55回 精霊文社書展
10/22~10/25［休］無し［内容］ギャラリー守玄斎と同時開催
第27回 琴師会 書と刻字展
10/28~11/1［休］無し

シルク博物館 ☎641-0841 A-42
第26回 全国染織作品展
10/23~11/28［休］月曜（祝日の場合は翌日）［内容］絹
を用いた染織作品を広く全国から募集し、厳正な審査のう
え入選作品を一堂に展観
そごう横浜店美術画廊 ☎465-5506 B-④
田中善明油絵展
9/28~10/4［休］無し
平岡 良 絵画展 －瞬光－
9/28~10/4［休］無し
神農巌展
10/5~10/11［休］無し［内容］陶芸
比翼の会
10/12~10/18［休］無し［内容］日本画
赤木範陸・張媛媛エンカウスティーク展
10/12~10/18［休］無し

さ行

鶴見画廊 ☎584-7208 C-㉑
「小さい秋」展
10/12~10/18［休］無し［内容］洋画、日本画、版画
東急百貨店たまプラーザ店 4階アートサロン
 ☎903-2441 C-㉓
小澤摩純 絵画展
9/30~10/6［休］無し［内容］童話やオペラを題材に夢あ
ふれる世界を描く作家。原画や新作版画を多数展示販売
秋の逸品展
10/7~10/20［休］無し［内容］巨匠から若手までの主に
油彩、日本画、焼物等逸品を展示販売
久木朋子 木版画展
10/21~10/27［休］無し［内容］多色刷木版画で人気の
作家の万葉集や自然を描いた作品展
仙北谷和子 銅版画展
10/28~11/3［休］無し［内容］花、小動物等をメゾチン
ト（マニエル・ノワール）技法の銅版画で描く作家

た行・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2021~2022」に対応しています。

Art Araq Asia Gallery（AAA Gallery）
 ☎664-3907 A-①
空想ユートピア~いのちの地球展~Ⅴ
9/18~10/1［休］月・火曜［内容］グループ展
あにまるわーるど!動物展~part5~
9/18~10/1［休］月・火曜［内容］グループ展
ANGEL展Ⅱ
9/18~10/1［休］月・火曜［内容］グループ展
SF-近未来-展Ⅱ
9/18~10/1［休］月・火曜［内容］グループ展
IKE－mendaisuke 自主グループ展
9/18~10/1［休］月・火曜［内容］個展
Happy Halloween~愉快な夜~展 第Ⅳ章
10/16~10/29［休］月・火曜［内容］グループ展
Dark Halloween~沈黙の夜~展 第Ⅳ章
10/16~10/29［休］月・火曜［内容］グループ展
Girl's Generation~少女の時間~2021秋~ 展
10/16~10/29［休］月・火曜［内容］グループ展
ゆるっと。展3
10/30~11/12［休］月・火曜［内容］グループ展
令和 慶祝カラー展Ⅲ
10/30~11/12［休］月・火曜［内容］グループ展
ファッション展~AAA Collection 2021 秋・冬~
10/30~11/12［休］月・火曜［内容］グループ展
art gallery OWL ☎090-1628-0457 A-②
bonobono展
10/20~10/24［休］無し［内容］潜在意識からのメッセー
ジを絵に描く画家&現代ヒーラー bonobonoが作ったオ
リジナルリーディングカード【エネルギーカード】の原画
を展示

みなとみらいギャラリー ☎682-2010 A-61
西区文化協会西区文化祭「創作展」
9/29~10/4［休］無し［内容］絵画、書道、生け花等
ミクロコスモス版画展 vol.9
10/5~10/11［休］無し［内容］銅版画

多摩美術大学校友会神奈川支部展
10/19~10/24［休］無し［内容］多摩美術大学創立60周
年を機に設立された多摩美術大学校友会の神奈川支部。多
摩美の自由な校風を反映するように作家同士が芸術に関し
忌憚のない意見交換が出来る場を目指した展覧会
第46回 翠嵐会美術展
10/26~10/31［休］無し［内容］伝統ある翠嵐高校美術
部の卒業生による第46回目の美術展

や行
山手234番館 ☎625-9393 A-62
TUSKanagawa KeyLapis展
9/30~10/5［休］無し［内容］絵画、写真等
あかいくつバス「巡る」2.5
10/21~10/26［休］無し［内容］写真
CollageArt きりがみ絵
10/28~11/2［休］無し
山手111番館 ☎623-2957 A-63
周平画室定期展覧会
10/7~10/12［休］無し
貴方が私の××だよ
10/15~10/19［休］無し［内容］作品展示
人形着物作品展
10/29~11/1［休］無し
山の上ギャラリー ☎852-8855 C-㉖
陶郷工房 新作展
9/19~10/10［休］月曜（祝日を除く）［内容］栄区にある
工房「陶郷」。10名の作家による陶器、ガラスの作品展示
川村忠晴 あかり展
10/17~11/10［休］月曜［内容］植物等自然な素材を使
い光を効果的に組み合わせたオリジナルな灯り
横浜赤レンガ倉庫1号館 ☎211-1515 A-64
Gr8!こぶりな恐竜展
9/4~10/10［休］無し［内容］地球上の歴史とロマンを感
じさせる恐竜の魅力を、昨今注目を集めるストリートアー
トによって表現する極めてユニークで美しい恐竜展
横浜開港資料館 ☎201-2100 A-65
開館40周年記念「七つの海を越えて 開国前後の日本とイ
ギリス」
7/17~11/7［休］月曜（祝日の場合は翌日）［内容］鎖国か
ら開国へ。江戸時代の末期、日本とイギリスはどのような
関係を持ち、世界史の動向を受けたのか。イギリスからの
新出資料もまじえ紹介
横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場
 ☎771-1212 C-㉙
第8回 星くずくらぶ展
10/6~10/11［休］無し［内容］上原住子、髙木共子、髙木
静江、HANAによる、毎年恒例の絵画展。今年は新メンバー
の植草玉枝が参加
第21回 YOKOHAMA「星団」写真展
10/13~10/19［休］無し
横浜市岩間市民プラザ ☎337-0011 C-㉛
めざせ★やまとなでしこ&にっぽんだんじ!!日本舞踊ワー
クショップ展示
9/28~10/10［休］無し［内容］夏休みの子ども向け日本
舞踊ワークショップに関する展示と藤間恵都子先生制作の
動画を上映
横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール
 ☎511-5711 C-36
第31回 豊彩会展
9/29~10/5［休］無し［内容］朝日カルチャー横浜「佐々
木豊と人物を描く」教室の31回展
数百名の著名人描きました展
10/7~10/10［休］無し［内容］肖像画人 河田勲
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ 
 ☎866-2501 C-38
洋画、日本画、写真の区民美術展
9/29~10/4［休］無し［内容］小学生~一般から作品を公
募、展示
木犀会 第40回記念展
10/13~10/18［休］無し［内容］花、風景等日常の作品を
かき続けて40年。一人2~3点ずつ発表

日揮OB会写真同好会 メルヘンフォトクラブ写真展
10/5~10/11［休］無し
夢の配達人展 2021
10/12~10/18［休］無し［内容］写真
第53回 二科会写真部神奈川支部公募展
10/21~10/25［休］無し
千葉章 油絵展
10/26~11/1［休］無し
彩友会展
10/27~11/1［休］無し［内容］油彩、水彩
アトリエグラスバード ガラス工芸教室展2021
10/28~10/31［休］無し

第26回 千墨会水墨画展
10/20~10/25［休］無し［内容］水墨画、墨彩画による額
装、掛軸、小作品、色紙、スカーフ等
第42回フォトクラブ悠友・第19回ほのぼのカメラ会合
同写真展
10/26~11/1［休］無し［内容］展者が日頃から研鑽した
技術を駆使した個性豊かな作品の写真展
横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 C-40
Fellow Art Gallery vol.43 神例 幸司展
7/28~10/24［休］毎月第4月曜 ［内容］神例幸司(かん
れいこうじ)の刺繍による表現を紹介
ショーケースギャラリー 黄金町エリアマネジメントセン
ター連携企画 常木理早展
9/25~12/12［休］毎月第4月曜 ［内容］黄金町エリアで
活動するアーティスト・常木理早(つねぎりさ)を紹介

bonobono/「moon」/2019/アクリル/8×11cm
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神奈川近代文学館 ☎622-6666 A-⑮
樋口一葉展-わが詩は人のいのちとなりぬべき
10/2~11/28［休］月曜（祝日は開館）［内容］明治半ば、
肺結核のためにわずか24歳6ヵ月の短い生涯を閉じた樋
口一葉（1872~1896）。貴重な資料の数々を展示すると
ともに、時代の空気、作品の背景等をひもとき、その普遍
的な魅力を伝える
kaneko art gallery ☎515-9420 C-⑥
末永恵理展 「Work in the Forest -意識の奥の森へ-」
9/3~10/11［休］木曜（火水は予約制）［内容］豊かな独自
の絵画世界を切り拓きつつある末永恵理の、創造の森の中
に誘うような作品群を紹介
アドリアン・リース展「from Soil, from Fire and from the 
Heart」
10/22~11/22［休］木曜（火水は予約制）［内容］オラン
ダ出身の現代アーティスト、アドリアン・リースの展覧会
を開催。どこかユーモアも感じられるような陶による作品
群。今回は2000年代の作品、および2010年代の作品か
らセレクトした作品を展示
カフェ・ギャラリーリンデン ☎532-5288 C-⑦
着物リメイクと、手織りマフラーの作家2人展
10/1~10/10［休］水曜［内容］小林夫美（着物リメイク）、
長島知美（手織り）の、素材を生かした心地よい作品
彩な帽子とモノクロ銀塩写真のコラボ2人展
10/20~10/31［休］月・火曜［内容］帽子作家伏見美和の
秋物帽子の展示販売と、中川アイリン・モノクロフィルム
写真の展示
Gallery ARK ☎681-6520 A-㉒
松林淳展
9/30~10/9［休］日曜
和田直樹展
10/14~10/23［休］日曜
山本有彩展
10/28~11/6［休］日曜
ギャラリーKAN ☎641-4751 A-㉔
関口昇個展「点描に魅せられて」
10/5~10/10［休］無し［内容］点描画（水彩）、20~25点
色無き風に誘われて「秋の創作展」
10/19~10/24［休］無し［内容］手作りする人5名集合、
約300点。手作りセーター等
ギャラリー伽羅 ☎842-1428 C-⑫
手作りきゃらSHOP
10/1~10/30［休］日・月曜祝［内容］着物リフォーム服等、
全て手作りの作品多数
ギャラリー守玄齋 ☎201-7118 A-㉖
清硯書展
9/30~10/4［休］無し
第55回 精霊文社書展
10/22~10/25［休］無し［内容］ゴールデンギャラリー
と同時開催
ギャラリーダダ ☎461-1533 B-②
中村栄 水彩画展
9/29~10/5［休］無し［内容］光と影を生かした魅力的な風景
冨田幸代 水彩画展
10/6~10/12［休］無し［内容］四季折々の風景
鈴村稔 竹取作品展
10/6~10/12［休］無し［内容］閉ざされた扉の世界に思
い巡らせ
渡邊道隆 水彩画展
10/13~10/19［休］無し［内容］四季折々の近郊の風景
阿部ひろみ 水彩画教室展
10/13~10/19［休］無し
平林靖敏 水彩画展&モノクロ写真展
10/20~10/26［休］無し［内容］横浜、鎌倉の水彩風景画
及び写真展

岩崎ミュージアム・ギャラリー ☎623-2111 A-⑩
岩崎ミュージアム第460回企画展 吉田 直 展－今宵きり
の光景－
9/23~10/10［休］月曜（祝祭日の場合は翌日）
岩崎ミュージアム第461回 企画展 ハロウィン大作戦~
ぼくらを夢中にさせたモノ~グッズ・レコード・ファッ
ション・オカルト
10/13~10/31［休］月曜（祝祭日の場合は翌日）

Art Gallery 山手 ☎628-0267 A-④
山中翔之郎個展 パステルで描く動物たち
9/30~10/5［休］無し
第1回新日本芸術協会展
~旗揚げ記念展THE NEW FLAG~
10/7~10/12［休］無し［内容］月夜野美術研究所絵画教
室の学生から社会人までの生徒を中心とした作家による新
美術団体旗揚げ記念展
八田富釉 うつわ展
10/21~10/26［休］無し
毛利元郎 油彩画展
10/30~11/7［休］無し
art Truth ☎263-8663 A-⑥
原太一個展
10/1~10/8［休］無し［内容］油彩を中心とした絵画
星奈緒個展
10/11~10/18［休］無し［内容］パステルで制作した人物画
渡辺亜希個展
10/20~10/25［休］無し［内容］アクリルと水彩の絵本
のような世界観の絵画
版画グループ展
10/27~11/1［休］無し［内容］内木場映子、小山ゆうこ、
坪井富佐乃、長谷川美菜
ATELIER K・ART SPACE ☎651-9037 A-⑧
住谷重光 住谷美知江 2人展
10/2~10/14［休］月曜［内容］重光―木炭、水彩、大小約
20点。美知江―立体。（シナベニア、ジェッソ）20点
平石裕展-Black Forest
10/19~10/31［休］月曜［内容］インスタレーション、鉄
に塗装。アート小品、アクセサリー等。30点
1010美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑨
鈴木朝潮 個展「Cosmo and Micro」
10/9~10/17［休］水曜［内容］デジタル版画における最
頂点の技術を発表
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「ソックス イン ランチボックス」展示風景
（黄金町バザール2019）/
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