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「横浜画廊散歩」は、情報をいただいた市内の画廊・美術施設の展覧会スケジュール
を隔月ご案内する情報紙です。当館発行の「アートヨコハマ」「ヨコハマ・ギャラリー・
マップ2022~2023」と併せてご活用ください。

 （掲載されている展覧会情報は2022年10月15日現在のものです）

森兵五《南部市場⑴》1979年／コンテ、水彩、紙／ 36.2 × 46.0cm
※本作品の著作権者の方を探しています。お心当たりの方は横浜市民ギャラリーまでご連絡ください。

●ホームページで作品解説をご覧いただけます。
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横浜市民ギャラリー展覧会情報 ☎315-2828

第61回 神奈川県女流美術家協会展
11/30～12/4 ［全館］
［主催］神奈川県女流美術家協会
［内容］女性だけの公募展。油彩、水彩、立体等約

200点を展示

第59回 神奈川県高等学校書道展
12/7～12/11 ［全館］
［主催］神奈川県高等学校文化連盟書道専門部会
［内容］高校生による書作品展示。県内公立、私立高

校より約800点

横浜三大学連合写真展
12/13～12/18 ［3F］
［主催］横浜三大学写真連合
［内容］神奈川大学、横浜国立大学、関東学院大学の

3大学合同の写真展

ホールドミーおよしお－“2人”版
12/13～12/15（展示のみ）12/17・18（有料公演） 
 [B1F］
［主催］オフィスマウンテン
［内容］2017年の作品を大きくアレンジして再演す

る意欲作

リキテックス ザ チャレンジ 2022
12/17 ［2F］
［主催］バニーコルアート株式会社
［内容］アクリル絵具で描かれた全国学生絵画公募

展。入選作品を展示

第49回 高校写真展
12/21～12/25 ［2F］
［主催］神奈川県高等学校文化連盟写真専門部会
［内容］県内高校生写真部員による写真作品300点

の展示

橘学苑高等学校デザイン美術コース
第17期生卒業制作展
12/22～12/25 ［3F］
［主催］橘学苑高等学校デザイン美術コース
［内容］橘学苑高等学校デザイン美術コース第17期

生卒業作品展

第53回 神奈川県私立小学校児童造形展
1/11～1/15 ［全館］
［主催］神奈川県私立小学校児童造形展
［内容］神奈川県私立小学校20校の生徒達による、

絵画、工作等の展示

横浜市立学校総合文化祭
小学校児童書写展・中学校書写展
1/18～1/22 ［全館］
［主催］横浜市教育委員会 学校教育企画部 小中学校

企画課
［内容］横浜市立学校の児童生徒が平素学習した書

写作品を一同に展示

横浜市立学校総合文化祭 図画工作・美術・書道作品展
1/25～1/29 ［全館］
［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

横浜髙島屋美術画廊 ☎311-5111 B-⑨
新生加奈展
1/25～1/30 ［休］無し［内容］日本画

横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A-70
第43回馬車道を描く日曜画家展
12/10～12/16 ［休］無し［内容］主催：馬車道商店
街協同組合

第41回馬車道写真コンクール入賞作品展
12/10～12/16 ［休］無し［内容］主催：馬車道商店
街協同組合

平成5年 第11回イチイチ展（美術展）
1/12～1/17 ［休］無し［内容］主催：イチイチ会

横浜美術館 ☎221-0300 A-72
New Artist Picks: Wall Project
浦川大志｜掲示：智能手机ヨリ横浜仮囲之図
11/14～5/31［休］無し［内容］若手アーティストを
紹介する小企画展「New Artist Picks」。大規模改修
工事のため休館中は、特別版「Wall Project」として
横浜美術館正面のグランモール公園「美術の広場」
に面した仮囲いで、2回にわたり若手アーティスト
を紹介。第2弾はミレニアル世代の感覚を描き出す、
浦川大志（うらかわ・たいし／1994年生まれ）

や行

冬晴れの澄み渡る空のもと、
横浜で画廊散歩はいかがですか。

横浜本牧絵画館 ☎629-1150 C-42
没後40年 岩田榮吉と恩師・畏友 小磯良平・伊藤廉・
長谷川潔をはじめとして
10/15～1/15［休］火曜、12/26～1/3［内容］岩田
の没後40年にあたり、28歳で渡仏後に出会った師
友に焦点をあてて画業を振り返る

横浜みなと博物館 ☎221-0280 A-73
柳原良平アートミュージアム特集展示「柳原良平と
船の旅」
10/4～3/26［休］月曜(祝日の場合は翌日)、12/29
～1/3、2/13～2/17［内容］柳原が乗船記をまとめ
た『船旅の絵本』の原画を中心に、船旅の中で描かれ
た作品を展示

ギャラリーめぐり
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浦川大志《窓と壁》（部分）2022年

岩田榮吉《謝肉祭》

横浜市民ギャラリーの所蔵作品を隔月紹介します

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!



・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2022~2023」に対応しています。

Art Gallery OWL ☎090-1628-0457 A-②
アテリエ・リープ作品展～木の実とお花で迎える
クリスマス
11/29～12/4［休］無し［内容］オーストリア工芸
フローエスゲビンデ 木の実アレンジ約30点

mecca-ten&ayano okuyama 2022 winter
12/6～12/11［休］無し［内容］ビーズや異素材か
ら創るアクセサリーとしらすやおにぎりを仏画の技
法を用いて描く日本画の展示

月の瞼 Eyelids of the Moon
12/10～12/11［休］無し［内容］コンテンポラリー
ダンスの公演(要予約)

Minami Nakamura Solo Exhibition
12/12～12/18［休］無し［内容］絵画、アクセサリー
の展示とワークショップ等

あ行

GALERIE PARIS ☎664-3917 A-34
島栄里子展
12/2～12/11［休］月曜［内容］絵画

ギャラリーKAN ☎641-4751 A-㉔
第2回ハマ・ブン芸術祭
11/30～12/4［休］無し［内容］絵画、書道、写真、詩
歌、工芸、陶芸、木版画、革細工、手工芸品等

クリスマスグッズとプレゼントグッズ「クリスマス
の飾りたち展」
12/13～12/18［休］無し［内容］8人の作家による
細工物等約300点

ギャラリー伽羅 ☎842-1428 C-⑫
手作りきゃらSHOP
12/1～1/31［休］日・月曜・12/25～1/6・1/10
［内容］着物リフォーム服、バック、帽子等、手作りの
作品多数

ギャラリー SHIMIZU ☎251-6177 A-㉕
モルモットぷいぷいin横濱
12/3～12/4［休］無し［内容］9名の作家によるモ
ルモットグッズの展示即売会

UNGRAPHY 写真集展 Ver1.4
12/17～12/18［休］無し

新春展2023
1/11～1/20［休］日曜［内容］平面、立体作品によ
るグループ展

ギャラリーぴお B1 ☎681-5122 A-㉘
萌の会
12/1～12/6［休］無し［内容］書道

gallery fu ☎070-6429-8597 A-㉚
特別展｜gift from....to....
12/3～12/18［休］月・火曜［内容］平面、立体。青島
綾音、アズミ紗羅、石山あゆみ、岩崎拓也、宇佐美織
絵、小林大悟、近藤南、白谷琢磨、林樹里、ミノリ、宮
川慶子、楊佳、VIKI

グループ写真展｜－ヨコハマノウタ－シーズン4
1/18～1/29［休］月・火曜　 

小野友三個展
12/14～12/25［休］12/18［内容］絵画

第22回 新春21世紀展
1/14～1/31［休］1/15、1/22［内容］グループ展

ぎゃるりじん＆Chiyo’s ☎681-5900 A-35
花あとりえ咲
11/29～12/4［休］無し［内容］アートフラワー

MKMS
12/6～12/11［休］無し［内容］平面

art Truth ☎263-8663 A-⑥
Tako★MASARU個展
12/2～12/9［休］無し ［内容］絵画立体等多種にわ
たる作品展

ウサギ展・来年の主役は私です！
12/11～12/18［休］無し ［内容］ウサギをテーマに
したグループ展

Seed Stories 22_23
12/22～1/8［休］12/27～1/3［内容］約20名の作
家による版画作品展

わたしの硝子絵展Ⅲ
1/14～1/24［休］木曜［内容］硝子絵のグループ展

RA art Gallery ☎288-8192 A-⑨
「star-t」1周年記念グループ展
12/3～12/11［休］無し［内容］橘川裕輔、増田麻由、
HILO NAKA TSUGAWA、翁長瞳、古川みさき、山
田勇魚

1010美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑩
浅野式子個展 
12/3～12/18［休］水曜［内容］コンテンポラリー
アートジュエリー

岩崎ミュージアム・ギャラリー ☎623-2111 A-⑪
アトンメントセンター展こどもたちのてんらんかい
11/30～12/4［休］無し

岩崎ミュージアム第481回企画展サンク・カロ＆ロ
ボ・ピース®展
12/6～12/11［休］無し

岩崎ミュージアム第482回企画展 大野公士個展
12/17～1/9［休］年末年始

馬の博物館（根岸競馬記念公苑） ☎662-7581 C-④
秋季特別展「江戸狩野派と馬」
10/1～12/4［休］月曜（祝日・振替休日の翌平日）［内
容］これまで収集してきた作品に借用作品や新収蔵
作品を加えて、馬が描かれた26点を展示替えを行
いながら展示　

air space横浜元町Showroom ☎680-3459 NEW
加藤雄詞展
～花の“華”を描く､やすらぎのアーティスト～
12/17～12/18［休］無し［内容］ART＆the SENSES
～花の絵画と光のコラボショー

エリスマン邸 ☎211-1101 A-⑫
時よ止まれ(8)光の素描
12/21～12/26［休］無し［内容］グループ写真展

えっちらおっちら
1/28～1/29［休］無し［内容］女子美術大学工芸専
攻OGの作品展

Fête de Noël
12/19～12/24［休］無し［内容］ヨーロッパのエス
プリ漂うアクセサリーや子供服を展示

アート･ビーンズ･ファクトリー展 織り／日曜アート
1/24～1/29［休］無し［内容］障がいの有無にかか
わらず、誰もがアートで繋がる展覧会

Art Gallery 山手 ☎628-0267 A-④
真木孝成作品展
12/1～12/6［休］無し ［内容］夜を楽しむ灯り、土
鍋、花器、食器等の陶芸展

下濱美久展－天国に一番近い絵画－ 
12/8～12/13［休］無し ［内容］アクリル画材で描
いた抽象画

第18回クリスマス展
12/15～12/25［休］無し ［内容］クロスフラワー、
アートフラワーを使ったリース、ビンテージ生地や
アンティークボタンを使ったブローチ、絵画、樹脂
粘土、とんぼ玉、金工アクセサリ等

アートスペースイワブチ ☎231-1662 A-⑤
伊藤梢個展 梢ファンタジーフラワーアート
11/26～12/2［休］無し［内容］絵具とフラワーの
融合

いろいろなKEIKO.仲間達展
12/3～12/9［休］無し［内容］油彩、日本画、水彩、
写真

ゆく年くる年展
12/15～12/21［休］無し［内容］油彩、日本画、水彩、
写真

振りかえり見つめる展
1/6～1/12［休］無し［内容］油彩、日本画、水彩、写真

干支の絵＆凧の絵展
1/15～1/21［休］無し［内容］2023年の干支、卯の
絵を描く

神奈川県立地球市民かながわプラザ（あーすぷらざ）
 ☎896-2121 C-⑥
企画展「葬の彩り展」
10/1～12/4［休］月曜（祝日除く）［内容］全長2m
を超えるガーナのライオンの棺桶や、個人の人生が
刻まれたルーマニアの墓標、世界のお墓に関するパ
ネル資料等、約40点

神奈川県立歴史博物館 ☎201-0926 A-⑱
特別展「源頼朝が愛した幻の大寺院 永福寺と鎌倉御
家人－荘厳される鎌倉幕府とそのひろがり－」
10/15～12/4［休］月曜（祝日除く）　

画廊 AKIRA-ISAO ☎264-4835 A-⑲
大久保宏美個展　　
12/1～12/10［休］無し

か行

そごう横浜店美術画廊 ☎465-5506 B-④
近代日本画秀作展
11/29～12/5［休］無し

現代根付彫刻展
11/29～12/5［休］無し

楚里勇己展 －rhythmic flowers－
12/6～12/12［休］無し

うるしの道展
12/6～12/12［休］無し

棟方志功展
12/13～12/19［休］無し

今泉毅 陶展－青瓷と天目－
12/13～12/19［休］無し

現代洋画小品展
12/20～12/26［休］無し

大竹山規油絵展
12/20～12/26［休］無し

女流画家作品展
12/27～1/9［休］無し

近代洋画のあゆみ
12/27～1/9［休］無し

新春茶道具展
1/10～1/16［休］無し

ハンス・イヌメ作品展
1/10～1/16［休］無し

遊紙灯 金子恵
12/13～12/18［休］無し［内容］ペーパーアート

濱田慎吾
12/20～12/25［休］無し［内容］平面

元幼会 福笑い自画像展
1/17～1/22［休］無し［内容］平面

さ行

仲通りギャラリー ☎211-1020 A-44
成澤朱未展
11/28～12/3［休］無し［内容］水彩　

Session in 馬車道
12/6～12/10［休］無し［内容］15名の現代工芸作品

上田耕造展
12/12～12/18［休］無し［内容］油彩、水彩

新春プチパン展
1/10～1/21［休］無し［内容］インチサイズの小品
120点

荻原誠功 水彩画展
1/30～2/4［休］無し［内容］水彩

ニュースパーク（日本新聞博物館） ☎661-2040 A-46
企画展「海からのメッセージ―海洋環境と報道」
9/10～12/25［休］月曜（祝日振替休日の場合は翌
日） ［内容］海洋環境にまつわる新聞記事や写真企画
を通して、変わりゆく海の現実や、海と暮らし海を
守ろうとしている人々の姿を紹介。水中取材に使わ
れた機材も併せて展示

第8回 渺渺展
1/5～1/11［休］無し［内容］現代に活躍している日
本画家グループ

ジャネット・ルール絵画展
1/12～1/18［休］無し［内容］版画、油彩原画作品

八木天水 桜花展
1/19～1/25［休］無し［内容］着彩和紙を素材とす
るちぎり絵

棟方志功生誕120年記念展
1/26～2/1［休］無し［内容］貴重な絵画を展示販売

な行

鶴見画廊 ☎584-7208 C-⑳
7人展
11/30～12/6［休］無し［内容］絵画、版画等

ミニ・アート展
12/12～12/17［休］無し［内容］油彩、日本画、版画

平野俊一展
1/20～1/28［休］1/24［内容］たおやかな花の風景
を描写した日本画

東急百貨店たまプラーザ店 4階アートサロン
 ☎903-2441 C-㉒
谷垣博子 絵画展
12/1～12/7［休］無し［内容］人々の暮らしをテー
マに、花、風景、静物等を鮮やかな色彩と独特な構成
で描かれた絵画

グラハム・クラーク 手彩色銅版画展
12/8～12/14［休］無し

前田麻里 洋画展
12/15～12/21［休］無し

ウィンターセール展
12/22～12/31［休］無し［内容］約100点を展示販売

ニューイヤーセール展
1/2～1/4［休］無し［内容］約100点を展示販売

た行

みつい画廊 ☎261-3321（ハヤカワ画材店） A-60
髙田勲個展
11/28～12/4［休］無し［内容］油彩等約25点

秋元和夫個展
12/5～12/11［休］無し［内容］日本画等約50点

中村好至惠個展
12/12～12/18［休］無し［内容］水彩等約50点

グループ88展
1/7～1/15［休］無し［内容］立体、油彩、水彩等

干支の絵＆凧展
1/16～1/22［休］無し［内容］干支の絵

みなとみらいギャラリー ☎682-2010 A-61
第1回瑞舟書道会展（併催：日中書塾交流展）
12/2～12/4［休］無し

第8回丸太小屋の会 パッチワーク作品展
12/8～12/11［休］無し

宮島永太良と「マルタの冒険」展
1/10～1/16［休］無し

多摩美術大学工芸科 ガラスプログラム3年作品展
1/11～1/15［休］無し

ま行

横浜開港資料館 ☎201-2100 A-65
幻の写真家 チャールズ・ウィード
－幕末日本の知られざる風景－
1/28～3/12［休］月曜（祝日の場合は翌日）［内容］
当館が所蔵するウィードの古写真もまじえて、「知
られざるカメラマン」が撮影した幕末日本の光景を
紹介

横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場
 ☎771-1212 C-㉘
第9回 星くずくらぶ展
12/1～12/6［休］無し［内容］水彩、パステル、デッ
サン等。植草玉枝、上原住子、髙木共子、髙木静江、
HANA

横浜市瀬谷区民文化センターあじさいプラザ
 ☎301-3500 NEW
河野真弓展 チョークアートでめぐる世界旅行
11/24～12/4［休］無し［内容］展示に合わせてワー
クショップも開催12/3、4 各日①11:00②13:00③
15:00より開始

横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール
 ☎511-5711 C-34
73才のスケッチブック イワセトクヤ個展
12/14～12/20［休］無し［内容］鶴見川崎周辺の水
彩風景画と描きためたスケッチブックを展示

横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ 
 ☎866-2501 C-36
新書芸サロン書作展
11/29～12/3［休］無し［内容］サロン所属約50名
による仮名、漢字、調和体等の創作作品の書道

「フォトクラブ悠友」と「ほのぼのカメラ会」
合同写真展
12/6～12/12［休］無し

技能展-神奈川の名工展・神技連技能士作品まつり-
12/23～12/25［休］無し

わたな会 書道教室「いまの私の精一杯」展
1/6～1/9［休］無し　

横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 C-38
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 瀧健太郎展
9/24～12/11［休］第4月曜 ［内容］黄金町エリア
で活動するアーティスト、瀧健太郎による映像作品

青葉区民芸術祭「作品展」
11/30～12/12［休］無し［内容］前期:11/30～12/5
絵画、文芸、書道。後期:12/7～12/12華道、美術工
芸、茶道、写真

2022成果報告展示がじゅくてん
12/17～12/18［休］無し［内容］こどもたちの制作
活動の成果を展示。約1300点

いけばな小原流東京支部による「神奈川地区みんな
の花展2022 ～花降る街Ⅱ」
12/24～12/25［休］無し［内容］約50点

東急8500系写真展  赤帯の追想、再び
1/4～1/9［休］無し［内容］約60点

シュタイナーアートワーク美しい色の世界Ⅲ
1/5～1/9［休］無し ［内容］小学生～大人の水彩画
と大人のパステル画。約100点

ショーケースギャラリー シリーズ
陶の表現 茂田真史展
1/7～3/19［休］第4月曜 ［内容］鉱物、水、火等の
自然の形象を取り入れながら造形し野焼きした作品
を、新作を含めて展示

山手234番館 ☎625-9393 A-62
蛹化（ようか）
1/6～1/9［休］無し［内容］絵画

保坂まさや個展
1/12～1/17［休］無し［内容］地元横浜のスケッチ
を中心に

第9回陶芸月曜会作品展
1/20～1/24［休］無し［内容］陶芸

街の会〈水彩画展〉
1/26～1/31［休］無し［内容］教室発表会

山手111番館 ☎623-2957 A-63
EmikoNakai写真展
1/27～1/31［休］無し［内容］インドネシア共和国
バリ島の写真

横浜赤レンガ倉庫1号館 ☎211-1515 A-64
第22回 福知山市「佐藤太清賞公募美術展」
1/20～1/23［休］無し［内容］文化勲章受章者 故佐
藤太清の功績を讃え、志を受け継ぐため、全国から絵
画作品の一般公募を行っている。受賞作品の巡回展

や行

新春まんぷく！お年賀展2023
1/6～1/20［休］月曜［内容］新年をイメージした年
賀状サイズの作品と、通常制作している作品を展示

玉川大学メデイア・デザイン展示プロジェクト
1/24～1/31［休］月曜［内容］学生インターンシッ
プによるプロジェクト。学生が企画から実際の展示
までを行う成果展

ブラフ18番館 ☎662-6318 A-56
ほっとクリスマス展
12/16～12/18［休］無し［内容］様々なジャンルの
作家作品展クリスマス版

脳が活性化する！フラワーアレンジメント展
1/20～1/22［休］無し

万国橋ギャラリー ☎080-3388-2799 A-52
2023新春パステル画展
1/10～1/16［休］無し［内容］現代パステル協会（東
京都美術館公募展）の委員による小品

f.e.i art gallery ☎325-0081 B-⑤
小さな木の実のお庭へようこそ kurumi*garden
12/5～12/23［休］土・日曜祝［内容］Instagramな
どで人気の箱庭や雑貨等

眼脳芸術論展
1/10～1/27［休］土・日曜祝［内容］眼科外科医で
あり芸術家でもある深作秀春によるエッセイに基づ
いた展示

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA 
 ☎411-5031 B-⑥
弘光Real
12/8～12/23［休］月曜［内容］2019年に62年の
生涯を閉じた日本画家 加藤弘光の線描の世界を中
心に、2m超の大作や、紅葉、桜をモチーフにした作
品を紹介

は行

あざみ野フォト・アニュアル2023 潮田登久子展
1/28～2/26［休］無し ［内容］2018年第37回土門
拳賞、日本写真協会賞作家賞、第34回写真の町東川
賞国内作家賞を受賞した潮田登久子（1940年生ま
れ）の個展

あざみ野フォト・アニュアル2023 横浜市所蔵カメ
ラ・写真コレクション展
1/28～2/26［休］無し ［内容］横浜市民ギャラリー
あざみ野で収蔵している、約12,000件に及ぶ横浜
市所蔵カメラ、写真コレクションを展示

横浜市吉野町市民プラザ ☎243-9261 C-40
第35回あかね展
11/29～12/4［休］無し［内容］主催、横浜市退職小
学校長会。油彩、水彩、日本画、版画、彫刻、陶芸、工
芸等

第67回 夢育会書道展
1/11～1/16［休］無し ［内容］会員及び公募による
一般部、学生部での書道

「髙の藤」と「南美術 創作の会」の共催展
1/20～1/22［休］無し ［内容］油彩、水彩、絵手紙、
工芸等

横浜市歴史博物館 ☎912-7777 C-41
企画展「活字 近代日本を支えた小さな巨人たち」
12/10～2/26［休］月曜(祝日振替休日の場合は翌
平日)、12/28～1/4 ［内容］活版印刷と漢字活字の
誕生、活字と印刷術の日本への伝来、その後の発展
の歴史をたどる

横浜髙島屋美術画廊 ☎311-5111 B-⑨
泉谷淑夫展
11/30～12/5［休］無し［内容］洋画

松﨑和実展
11/30～12/5［休］無し［内容］箔画

福井江太郎展
12/7～12/12 ［休］無し［内容］日本画

クリスマスアートセッション 2022
12/7～12/12 ［休］無し

檜垣青子展
12/14～12/19 ［休］無し［内容］茶陶

久保尚子展
12/14～12/19 ［休］無し［内容］洋画

ROSE GARDEN
12/21～12/26 ［休］無し［内容］洋画

一色直彦展
12/21～12/26 ［休］無し［内容］日本画

茶道具初春の会
12/21～1/9［休］1/1

頌春展
12/28～1/9［休］1/1［内容］絵画、工芸

山本太郎展
1/11～1/16 ［休］無し［内容］日本画

野口満一月展
1/11～1/16 ［休］無し［内容］日本画

具象の現在－その先へ－
1/18～1/23  ［休］無し［内容］洋画

熊本義泰展
1/18～1/23  ［休］無し［内容］陶芸

十五代 坂倉新兵衛展
1/25～1/30  ［休］無し［内容］陶芸

Minami Nakamura
《オクナセルラータ》2022年/アクリル絵具

鈴木知子《変わる景色 変わらぬ景色 変わらぬ想い 変わる想い》
山下公園/2021年08月

島栄里子 《だれもいない－’21・Ⅱ－》

加藤弘光《白香るⅡ》


