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種別　　作家名　　　　作品名　　　　　　　所蔵品番号　出品展覧会　　　　　　　　　展覧会場　　　　　　　展覧会期

日本画　堅山南風　　　雅日　　　　　　　　　トB-77　　　堅山南風展一没後30年一　　　茨城県天心記念五浦美術館　平成22年10月16日－11月28日

日本画　堅山南風　　　日和つづき　　　　　　卜B-119

日本画　堅山南風　　　新涼の客　　　　　　　トB-182

油彩等　小川蓮太郎　　シャルトル逆光　　　　l-A-583　　エコール･ド･レン展30年の歩み　福岡市美術館特別展示室B　平成22年n月9日―11月14日

油彩等　麻生三郎　　　大きい手　　　　　　　2-A-ll　　　麻生三郎展　　　　　　　　　東京国立近代美術館　　平成22年11月9日一口月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都国立近代美術館　　平成23年1月5日－2月20日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛知県美術館　　　　　平成23年4月29日－6月12日

油彩等　青木繁　　　　秋声　　　　　　　　　1-A-288　　青木繁展　　　　　　　　　　石橋財団石橋美術館　　平成23年3月25日－5月15日

水彩等　青木繁　　　「黄泉比良坂」習作　　ｱ一C-1　　　－よみがえる神話と美術／没後100年―　京都国立近代美術館　　平成23年5月27日-ｱ月10日

素描　　青木繁　　　「黄泉比良坂」習作　　7-D-1　　　　　　　　　　　　　　　　　　石橋財団ブリヂストン美術館平成23年ﾌ月17日－9月4日

・古美術

種別　　　作品名　　　　　作者名　　　　　　所蔵品番号　出品展覧会　･･．･･・　　．．・　展覧会場　　　　　　　展覧会期

書跡　重文清拙正澄墨蹟　　清拙正澄　　　　　6＋6　　　　対外交流史5｢栄酉と中世博多展｣福岡市博物館　　　　　平成22年9月Ｕ日－10月31日

　　　　　　(与元中別称勉)

書跡　　　石室善玖墨蹟　　石室善玖　　　　　6小9

陶磁器重文壷形土器　　　　壱岐唐神出土　　　6-Ha-36　　ふる吉と里帰り展　　　　　　　壱岐市立一支国博物館　平成22年ﾌ月９日－9月20日

絵画　　　百流之絵鑑　　　狩野昌運　　　　　　4-B-172　　　花鳥画一中国･韓国と日本一　　　奈良県立美術館　　　　　平成22年9月28日－11月14日

絵画　　　茄子双鳥図　　　伝･申師任堂　　　　14-B-15

陶磁器　　色絵唐花文大壷　有田焼柿右衛門様式　14-Ha-32　　珠玉の九州陶磁展　　　　　　　佐賀県立九州陶磁文化館　平成22年10月2日－11月14日

陶磁器　　色絵花鳥文大蓋物有田焼柿右衛門様式14-Ha-92　　－やきもの王国九州の魅力を伝えるー

陶磁器　　色絵花鳥文瓢形瓶有田焼　　　　　　　14-Ha-106

陶磁器　　鍋島染付桃果文大皿有田焼鍋島様式　　14-Ha-118

陶磁器　　斑m透文手付台鉢高取焼(内ヶ磯窯)　　14-Ha-138

書跡　重美六家抄　　　　　細川藤孝　　　　　　4↓32　　　　細川幽斎展　　　　　　　　　　熊本県立美術館　　　　　平成22年10月6日－12月19日

書跡　重美新古今集聞書　　細川藤孝　　　　　　4＋33　　　　－没後四〇〇年･古今伝授の間修復記念一

絵画　重美布袋見闘鶏図　　宮本武蔵　　　　　6-B-29　　　岡山美の回廊　　　　　　　　岡山県立美術館　　　　平成22年10月8日－11月ﾌ日

絵画　　　磯千鳥図屏風　　土佐光起　　　　　4-B-99　　　黄金美術　　　　　　　　　　ふくやま美術館　　　　　平成22年10月9日－11月28日

その他　　法螺貝(北条白貝)　　　　　　　　　　4-Hf-172　　秀吉への挑戦　　　　　　　　大阪城天守閣　　　　　平成22年10月9日－11月14日

陶磁器　　印花菊文四方皿　高取焼(ﾉ)晒原鼓窯)　14十Ha-49　　郷土の美術をみる･しる･まなぶvol.2　福岡県立美術館　　　　　平成22年10月9日－11月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小石原焼と小鹿田焼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いとおしいやきものたち

陶磁器　　織部木菟香炉　　　　　　　　　　　　6胴a-49　　　桃山時代の価値観　　　　　　　土岐市美濃陶磁歴史館　　　平成23年2月26日-5月8日

陶磁器　　織部沓茶碗　　　　　　　　　　　　　6-Ha-71　　　一九州諸窯の成立と美濃―

　　　　　　銘｢浜千鳥｣

陶磁器　　志野矢筈口水指　　　　　　　　　　　6-Ha-95

　　　　　　銘｢末広｣

陶磁器　　藁灰軸木の葉形向付高取焼(白旗山窯)　14一日a-152

陶磁器　　斑柚透文手付台鉢高取焼(内ヶ磯窯)　14-Ha-138

絵画　　　凧あげ図　　　　仙圧義梵　　　　　9-B-33　　江戸の人物画一姿の美､力､奇　府中市美術館　　　　　平成23年3月19日－5月８日

絵画　　　指月布袋図　　　仙注義梵　　　　　9-B-39

絵画　　　fill図　　　　　仙圧義梵　　　　　9-B-43
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平成22年

･・第94回二科展

4月6日(火)～4月11日旧)

特別展示室Ａ･B､市民ギャラリーＡ･B･C･D

観覧料＝一般800円､高･大生500円､小･中生無料。

日数＝6日／観覧者数= 8,856人

絵画唄茲<｣･デザイン･写真約600点を展示。

卜第77回独立展

4月13日(火)～4月18日(日)

特別展示室Ａ･B

観覧料＝一般800円､高･大生600円､小･中生無料。

日数＝6日／観覧者数= 1,501人

会員および受賞者並びに地元福岡と佐賀県･山□

県･長崎県の入選者の平面作品145点を展示。

トNHK文化センター　楽しい水彩画教室展

4月13日(火)～4月18日(日)

市民ギャラリーA

日数＝6日／観覧者数=814人

水彩画33点を展示。

S・平成21年度日本習字伊都の里研修所作品展

4月13日(火)～4月18日(日)

市民ギャラリーB

日数＝6日／観覧者数=563人

書ｲ乍品108点を展示。

●･蘆洲会書展

4月13日(火)～4月18日(日)

市民ギャラリーC

日数＝6日／観覧者数＝786人

テーマ(樹)を主とした書作品150点を展示。

･･･ぶらり葦ペンの会作品展

4月13日(火)～4月18日(日)

市民ギャラリーＤ

日数=6日／観覧者数＝1,172人

葦ペン画54点を展示。

-------------　----------------●　------------------

ﾄ第41回日展

4月24日(土)～5月16日(日)

特別展示室A･B､市民ギャラリーＡ･B･C･D

観覧料＝一般1,100円､高･大生700円､小･中生無料。

日数＝20日／観覧者数= 27,072人

日本画､洋画､彫刻､工芸美術､書の5部門｡全国巡回および

九州･山口･沖縄の地元出品作品をあわせ約450点を展示。

･･鈍行会

5月18日(火)～s月23日(日)

特別展示室B

日数=6日／観覧者数=734人

油彩画､水彩画､版画等約24点を展示。

－現代水墨　雅象会展

5月18日(火)～5月23日(日)

市民ギャラリーA

日数＝6日／観覧者数＝1,127人

水墨画43点を展示。

･・アトリエ　エトルリア合同展

5月18日(火)～5月23日(日)

市民ギャラリーB

日数=6日／観覧者数＝1,416人

彫金Ill点､銅クラフト24点､ステンドグラス186点を展示。

・'10洋画グループ虹の会＆ドリーム展

5月18日(火)～5月23日(日)

市民ギャラリーC

日数―6日／観覧者数= 1,117人

油絵82点,水彩画5点を展示。

‥--------------------●●-----------------●-●●--一

卜･第11回写友会″弥生″写真展

5月18日(火)～5月23日(日)

市民ギャラリーＤ

日数＝6日／観覧者数＝1,145人

写真作品57点を展示。

---------　●●------------------●--------------

S･･山田依子個展(土アダマシリーズ)

5月25日(火)～5月30日(日)

特別展示室B

日数＝6日／観覧者数= 1,280人

彩画34点を展示。

●･第18回翠峰会展

5月25日(火)～5月30日(日)

市民ギャラリーＡ

日数＝6日／観覧者数=647人

書40点､水墨画20点､写真12点を展示。

●--------------------●●------------------

･･第28回グループわらべ展

5月25日(火)～5月30日(日)

市民ギャラリーB

日数＝6日／観覧者数＝1,182人

水彩画70点を展示。

-----------　●‥-----------------●-------

･・第15回日本原色押花合同展

5月25日(火)～5月30日(日)

市民ギャラリーC

日数= 6日／観覧者数= 1,146人

押花作品約200点を展示。

卜一字の書

5月25日(火)～5月30日(日)

市民ギャラリーＤ

日数＝6日／観覧者数＝1,022人

書作品40点を展示。

●･日本画三人展

6月1日(火)～6月6日(日)

特別展示室B

日数=6日／観覧者数= 2,228人

日本画約31点を展示。

･･第6回はじめての日本画展

6月1日(火)～6月6日(日)

市民ギャラリーA

日数＝6日／観覧者数= 1,438人

日本画35点､夏扇子21点を展示。

●･第28回九友会絵画展

6月1日(火)～6月6日(日)

市民ギャラリーB

日数＝6日／観覧者数= 1,109人

日本画､水墨画､水彩画､版画､CG､油絵86点を展示。

------------------　-------------------●●　----------

●･初夏のパッチワークギルド展

6月1日(火)～6月6日(日)

市民ギャラリーC

日数＝6日／観覧者数＝1,219人

ベッドカバー､タペストリー､バック等100点を展示。

卜･八頭司節子油彩展

6月1日(火)～6月6日(日)

市民ギャラリーＤ

日数＝6日／観覧者数＝1,391人

油彩画約33点を展示。

--●●●　---------------------●-----

･１慎思会展

6月8日(火)～6月13日(日)

特別展示室B

日数=6日／観覧者数＝2,050人

書作品115点を展示。

●･第12回新作能面展

6月8日(火)～6月13日(日)

市民ギャラリーＡ

日数＝6日／観覧者数＝804人

能面37点を展示。

　㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜■■㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜　■■■㎜㎜㎜

●･信陶房白石陶芸教室作品展

6月8日(火)～6月13日(日)

市民ギャラリーB

日数＝6日／観覧者数＝712人

ランプ､壷､花器､組皿､組鉢､茶器､日用雑器約157

点を展示。

●西日本写真協会博多支部第8回金曜会写真展

6月８日(火)～6月13日(日)

市民ギャラリーC

日数=6日／観覧者数= 923人

写真作品41点を展示。

●･田崎水彩画教室展

6月8日(火)～5月13日(日)

市民ギャラリーＤ

日数＝6日／観覧者数＝1,430人

水彩画150点を展示。

--------------------　　‥------------------‥‥　‥-

●･人間展一芸術の価値を問う－

6月15日(火)～6月20日(日)

特別展示室B

日数＝6日／観覧者数＝935人

ミックスメディア､石彫､彫刻作品50点を展示。

-------------------------------●●--------------------

･・福岡女学院大学生涯学習センター

写真講座受講生写真展｢九州の風｣

6月15日(火)～6月20日(日)

市民ギャラリーA

日数＝6日／観覧者数＝1,143人

風景･動物･花･スナップ等､全紙435mmX540mmのカ

ラー写真43点を展示。

●･第7回昭和フォト･サークル作品展

6月15日(火)～5月20日(日)

市民ギャラリーB

日数=6日／観覧者数= 1,009人

写真作品約40点を展示。

･･フォト悠々会写真展

6月15日(火)～6月20日(日)

市民ギャラリーC

日数＝6日／観覧者数＝866人

写真作品48点を展示。

･・第4回九州一先会会員展

6月15日(火)～6月20日(日)

市民ギャラリーＤ

日数= 6日／観覧者数＝943人

書作品71点を展示。

※観覧料の記肢のないものは無料。
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ト大島洋研究室展　思考する眼

6月22日(火)～6月27日(日)

特別展示室B

日数＝6日／観覧者数= 1,042人

写真作品200点を展示。

･・おもしろ漫画川柳･人形展

6月22日(火)～6月27日(日)

市民ギャラリーA

日数＝6日／観覧者数= 1,101人

川柳色紙100点､巻絵1点､紙粘±2点､絵3点､陶芸

105点を展示。

---------　------------●　------------　-------------

･・中山塾写真展

6月22日(火)～6月27日(日)

市民ギャラリーB

日数＝6日／観覧者数＝904人

写真作品42点を展示。

㎜■■㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜　■㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜■■■･㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜■･■㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜

卜第4回福岡支部展″北欧じゅうたん･ダネラアートの世界″

6月22日(火)～6月27日(日)

市民ギャラリーC

日数＝6日／観覧者数= 1,073人

アクセント･ラグ､タペストリー､玄関マット32点を展示。

------------　---------------------------‥-----------

●･和田木彫生徒作品展

6月22日(火)～6月27日(日)

市民ギャラリーＤ

日数=6日／観覧者数＝1,788人

木彫作品約200点を展示。

　-------------　------------------------------------

･2010玄展

6月29日(火)～7月4日(日)

特別展示室B

日数＝6日／観覧者数＝1,769人

彫刻22点､洋画10点､日本画3点を展示。

●･七月展

6月29日(火)～7月4日(日)

市民ギャラリーＡ

日数=6日／観覧者数＝440人

写真(額装･水張り･パネル)30点を展示。

S１皓華会書作展

6月29日(火)～7月4日(日)

市民ギャラリーB

日数＝6日／観覧者数＝569人

書作品110点を展示。

･PEN ART藤川秀満展

6月29日(火)～7月4日(日)

市民ギャラリーC

日数＝6日／m覧者数=628人

ペン画25点を展示。

　●------------　-----------------------------------一

丿・突展2010

6月29日(火)～7月4日旧)

市民ギャラリーＤ

日数＝6日／観覧者数＝865人

彫塑､絵画､デザイン､オブジェ､版画､写真､イラスト

レーション作品約60点を展示。

●･第20回わだち展

7月6日(火)～7月11日(日)

特別展示室B

日数=5日／il覧者数＝1,571人

油絵､水彩画34点を展示。

●Fukuoka photo collection 2010

7月6日(火)～7月11日(日)

市民ギャラリーＡ

日数＝6日／観覧者数＝763人

ポートレート･スナップ等140点を展示。

------------●--------------●●●-------------

･･舟美会

ﾌ月6日(火)～7月11日(日)

市民ギャラリーB

日数＝6日／観覧者数= 919人

油彩画44点を展示。

●･第50回西日本フォトコンテスト入賞作品展

ﾌ月6日(火)～7月11日(日)

市民ギャラリーC

日数＝6日／観覧者数＝951人

写真作品122点を展示。

--------------●--------------　--------------●

ト竜馬が行く風景展

7月6日(火)～7月11日(日)

市民ギャラリーＤ

日数=6日／観覧者数＝881人

水彩画､デッサン50点を展示。

●･平成22年景柳会書作展

ﾌ月13日(火)～7月19日(月･祝)

特別展示室B

日数＝7日／観覧者数＝2,765人

書､硬筆のアート､水墨画約100点を展示。

㎜㎜㎜㎜㎜■㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜■㎜㎜㎜㎜㎜㎜

卜安重宣開運気書画展

7月13日(火)～7月19日(月･祝)

市民ギャラリーＡ

日数― 7日／観覧者数＝518人

古代筆で描く墨書画約100点を展示。

･･九州産業大学百瀬ゼミナール写真展

｢From Island｣

7月13日(火)～7月19日(月･祝)

市民ギャラリーB･C

日数＝7日／観覧者数＝888人

写真作品約200点を展示。

　㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜　㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜■■㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜I・

ト堺正人油絵展

7月13日(火)～7月19日(月･祝)

市民ギャラリーＤ

日数= 7日／観覧者数= 786人

油絵47点を展示。

-----------●●--------------●------------------------

･・第24回工芸美術知新会展

7月21日(水)～7月25日(日)

特別展示室B

日数＝5日／観覧者数＝811人

陶磁器41点､染織16点､人形3点､皮作品1点を展示

----------------------‥●----------------　---------

ﾄｸﾛｽｽﾃｯﾁ刺繍展

7月21日(水)～7月25日(日)

市民ギャラリーＡ

日数＝5日／観覧者数＝880人

クロスステッチ刺繍64点を展示。

･･火曜日の仲間展

7月21日(水)～7月25日旧)

市民ギャラリーB

日数= 5日／観覧者数=978人

油彩画26点を展示。

●･七隈カルチャーセンター近藤えみ絵画教室展

7月21日(水)～7月25日(日)

市民ギャラリーC

日数= 5日／観覧者数＝1,027人

絵画78点を展示。

---------------●●---------------　--------------

●･第6回水彩画加呂教室作品展

7月21日(水)～7月25日(日)

市民ギャラリーＤ

日数= 5日／観覧者数＝954人

水彩画90点を展示。

●･第38回｢日本の書展｣九州展

ﾌ月27日(火)～8月1日旧)

特別展示室Ａ･B

日数＝6日／観覧者数＝2,943人

書作品516点を展示。

●･春ノ手　秋ノ手

ﾌ月27日(火)～8月1日(日)

市民ギャラリーＡ

日数=6日／観覧者数＝658人

書作品12点を展示。

･･グループＮＯＷ水彩画展

7月27日(火)～8月1日(日)

市民ギャラリーB

日数＝6日／観覧者数= 799人

水彩画56点を展示。

卜・博水会展

7月27日(火)～8月1日(日)

市民ギャラリーC

日数＝6日／観覧者数＝887人

水彩画64点を展示。

S･･心の病･心の栄養剤　障がい者合同絵画展

7月27日(火)～8月1日(日)

市民ギャラリーＤ

日数＝6日／観覧者数＝924人

絵画59点を展示。

･・第60回記念モダンアート展･福岡

8月3日(火)～8月8日(日)

特別展示室A

観覧料＝一般700円､高･大生350円､小･中生無料。

日数＝6日／観覧者数＝1,504人

絵画81点､彫刻5点､版画17点､写真ﾌ点､デザイン

14点､スベースアートフ点を展示。

---------●●----------------　-----------------●------

●･グループ青彫刻展

8月3日(火)～8月8日(日)

特別展示室B

日数＝6日／観覧者数＝759人

彫刻31点､水彩画5点､デッサンフ点を展示。

●鄭瑛満(チョンギマン)作陶展

8月3日(火)～8月8日(日)

市民ギャラリーＡ

日数＝6日／観覧者数＝435人

陶器､墨絵等約100点を展示。

●----------------　--------------●

･・第7回みづたまの会

8月3日(火)～8月8日(日)

市民ギャラリーB

日数＝6日／観覧者数＝732人

水彩画54点を展示。
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●･陶芸広場赤ぴーまん｢生徒作品展｣

8月3日(火)～s月日(日)

市民ギャラリーC

日数＝6日／観覧者数＝323人

陶器作品227点を展示。

　　‥------------------------‥●‥‥-----------------

･・第27回観生会展

8月3日(火)～8月8日(日)

市民ギャラリーＤ

日数＝6日／観覧者数＝496人

書作品32点を展示。

----------------　　----------------------------●●

･・福岡女学院創立125周年記念美術展

8月10日(火)～8月15日(日)

特別展示室A

日数= 6日／観覧者数＝2,910人

中高生･卒業生の作品(油絵､水彩画等)約900点を展示。

ト近藤えみ展

8月10日(火)～8月15日(日)

特別展示室B

日数＝6日／観覧者数＝1,365人

造形絵画30点を展示。

●･第13回フォト百道浜写真展

8月10日(火)～8月15日(日)

市民ギャラリーＡ

日数＝6日／観覧者数＝714人

写真作品46点を展示。

●･第7回82AP展

8月10日(火)～8月15日旧)

市民ギャラリーB

日数＝6日／観覧者数＝563人

写真作品99点を展示。

●･蒼土の会(つちのかい)作品展2010

8月10日(火)～8月15日(日)

市民ギャラリーC

日数＝6日／観覧者数＝814人

陶芸､写真､油彩画､絵画､書作品50点を展示。

---------------------------　●---------------------

●･第4回宙(そら)の会

8月10日(火)～8月15日(日)

市民ギャラリーＤ

日数＝6日／観覧者数＝680人

油彩画､水彩画､デッサン44点を展示。

--‥-‥---------------------------‥-　‥----------

･・第63回示現会展

8月17日(火)～8月22日(日)

特別展示室A

観覧料＝一般700円､高･大生400円､小･中生無料

日数=6日／観覧者数＝3,653人

絵画152点を展示。

●･ぐる一ぷ"街"20Jll年記念風景画展

8月17日(火)～8月22日(日)

特別展示室B

日数＝5日／観覧者数＝2,069人

水彩画等128点を展示。

----------------------●●-----------------

･･福岡写稜会写真展｢山を想うひととき｣

8月17日(火)～8月22日(日)

市民ギャラリーＡ

日数＝6日／観覧者数＝1,373人

写真作品54点を展示。

●･第16回さくら会水彩画展

8月17日(火)～8月22日(日)

市民ギャラリーB

日数＝6日／観覧者数＝1,305人

水彩画55点を展示。

-----‥●●●●-----------------------------------　-----一一

ﾄﾎﾞﾀﾆｶﾙｱｰﾄ･創作工芸展

8月17日(火)～8月22日(日)

市民ギャラリーC

日数＝6日／観覧者数＝1,092人

植物画45点､創作粘±20点､フローラルペインティ

ング25点を展示。

--------------‥●　‥------------------------------‥‥

ト西南学院大学書道部創立50周年記念展

8月17日(火)～8月22日(日)

市民ギャラリーＤ

日数＝6日／観覧者数＝728人

書作品55点を展示。

-----------------------●●-●‥---------------------------

●･第24回日洋展　九州会場福岡

8月24日(火)～8月29日(日)

特別展示室A

観覧料＝一般800円､高･大生400円､小･中生無料。

日数＝6日／観覧者数＝2,772人

洋画､水彩画137点を展示。

------------------------　　●--------------------------

ﾄ(財)独立書人団第33回福岡県支部書展

8月24日(火)～8月29日(日)

特別展示室B

日数＝6日／観覧者数＝774人

書作品46点を展示。

-----------------------------------　●‥-------------

●･第26回紫彩展

8月24日(火)～8月29日(日)

市民ギャラリーA

日数＝6日／観覧者数＝616人

油絵､水彩画､オブジェ約100点を展示。

●･第3回福岡写真研究会作品展

8月24日(火)～8月29日(日)

市民ギャラリーＢ

日数=6日／観覧者数＝695人

写真作品47点を展示。

-------------------------●●-----------------------------

●･グループ　テオ展

8月24日(火)～8月29日(日)

市民ギャラリーC

日数＝6日／観覧者数＝527人

油彩画10点､水彩画15点､彫刻3点､デッサン5点、

版画2点､オブジェ2点､アクリル画5点､家具1点､絵

本5点､工芸4点を展示。

------------------●-●--------------------------------

S･･古稀記念　木下良治油絵展

8月24日(火)～8月29日(日)

市民ギャラリーＤ

日数＝6日／観覧者数＝845人

油絵等88点を展示。

--------------------------------　●-●-----------------

･・第69回創元展　第32回創元会西日本美術展

8月31日(火)～9月5日(日)

特別展示室A･B

観覧料＝一般800円､高･大生400円､小･中生無料。

日数＝6日／観覧者数=3,245人

絵画208点を展示。

卜･第42回青像グループ写真展～50周年記念

8月31日(火)～9月5日(日)

市民ギャラリーA

日数＝6日／観覧者数＝665人

写真作品46点を展示。

･・あそび～４人が撮る～写真展

8月31日(火)～9月5日(日)

市民ギャラリーB

日数＝6日／観覧者数＝543人

写真作品213点を展示。

㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜Ｉ･･･======

卜・第38回福岡教育大学書道科福岡県人書作展

8月31日(火)～9月5日(日)

市民ギャラリーC

日数＝6日／観覧者数＝496人

書作品21点を展示。

-----｡｡‥　｡‥-｡----------------------------------｡｡｡

･2010日中韓障害者芸術交流展

8月31日(火)～9月5日(日)

市民ギャラリーＤ

日数＝6日／観覧者数=857人

絵画､書道､写真作品約100点を展示。

--------------●●●-‥-------------------------------------

●･第106回太平洋展　第45回記念西日本展

9月7日(火)～9月12日(日)

特別展示室Ａ･B

観覧料＝一般800円､高･大生600円､小･中生無料。

日数＝6日／観覧者数＝4,375人

巡回分(絵画121点､版画32点､染織53点､彫刻12

点)､その他公募分82点､合計300点を展示。

---‥●●--------------------------------------‥-●‥-

ﾄ第22回サムホール公募展

9月7日(火)～9月12日(日)

市民ギャラリーA

日数＝6日／観覧者数＝2,601人

油絵､水彩画375点を展示。

S1｢福岡よかよか倶楽部｣会員写真展

9月7日(火)～9月12日(日)

市民ギャラリーB

日数＝6日／観覧者数＝831人

写真作品52点を展示。

--------------------------------･-･-　----------------

S･･彩の会水彩画展

9月7日(火)～9月12日(日)

市民ギャラリーC

日数＝6日／観覧者数＝1,247人

水彩画60点を展示。

--‥‥‥‥--------------------------------------･●･●●･●・

●･青柳疎石米寿展　第4回青二書道会福岡支部展

9月7日(火)～9月12日(日)

市民ギャラリーＤ

日数＝6日／観覧者数＝905人

書作品約40点を展示。

･・西部朝日書道展九州･山口･沖縄代表書作家展

9月14日(火)～9月20日(月･祝)

特別展示室A

日数＝7日／観覧者数= 1,328人

九州･沖縄･山口を代表する書作家の書作品80点を

展示。

--------------------------　●●-●---------------------

ﾄ田辺幹夫アート展

9月14日(火)～9月20日(月･祝)

特別展示室B

日数＝7日／観覧者数= 1,203人

グラフィックアート250点を展示。

S･･第19回日本原色押花文化協会展～花筏～

9月14日(火)～9月20日(月･祝)

市民ギャラリーA

日数＝7日／観覧者数＝845人

押花約100点を展示。

副
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●･第40回世界児童画展福岡･佐賀展

9月14日(火)～9月20日(月･祝)

市民ギャラリーＢ･Ｃ

日数＝7日／観覧者数＝2,215人

水彩画,クレヨン画等557点を展示。

㎜㎜㎜　■■㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜　　㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜

ド風2010合同写真展

9月14日(火)～9月20日(月･祝)

市民ギャラリーＤ

日数= 7日／観覧者数＝1,126人

写真作品65点を展示。

●･第40回福岡市高齢者美術展

9月22日(水)～9月26日(日)

特別展示室Ａ

日数＝5日／観覧者数= 1,379人

洋画､日本画､書､写真､工芸約188点を展示。

･・福岡大学書道部創立50J11年記念書道展

9月22日(水)～9月26日旧)

特別展示室B

日数＝5日／観覧者数＝685人

書､水墨画52点を展示。

㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜■■㎜■■㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜■　㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜

ト整(いしだたみ)の会

9月22日(水)～9月26日(日)

市民ギャラリーＡ

日数＝5日／観覧者数＝1,041人

ペーパー･スクリーン版画約60点を展示。

●･若菜会かな書展

9月22日(水)～9月26日(日)

市民ギャラリーB

日数＝5日／観覧者数＝938人

絵､書作品81点を展示。

㎜㎜　■■㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜■■　■㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜■■■㎜㎜㎜㎜

ドグループ季楽水彩画展

9月22日(水)～9月26日(日)

市民ギャラリーC

日数＝5日／観覧者数＝1,457人

水彩画76点を展示。

　-------------●　---------------　●---------

ﾄ野口正幸絵画教室合同生徒作品展

9月22日(水)～9月26日(日)

市民ギャラリーＤ

日数= 5日／観覧者数= 1,351人

水彩画､油彩画65点を展示。

-------●●　●--------------●●　---------------

･・第27回読売書法展九州展

9月30日(木)～10月3日(日)

特別展示室A･B､市民ギャラリーA･B･C･D

観覧料＝一般500円､大学生以下無料。

日数＝4日／観覧者数＝4,686人

書作品3,075点を展示。

●･第62回毎日書道展九州展

10月5日(火)～10月11日(月･祝)

特別展示室Ａ･B

観覧料＝一般500円,大学生以下無料。

日数＝7日／観覧者数＝5,308人

書作品1

,055点を展示。

㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜■㎜　㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜■■㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜

●･ティシュペーパーアートみずのかつひこ

第７回こよﾘ画展

10月5日(火)～10月11日(月･祝)

市民ギャラリーA

日数= 7日／観覧者数= 720人

ティシュペーパーアート55点を展示。

●･第14回九州由源書展

10月5日(火)～10月n日(月･祝)

市民ギャラリーB

日数＝7日／観覧者数＝905人

書作品58点を展示。

----------------●-----------------

･･第17回書道研究温知会福岡地区支部連合会書作展

10月5日(火)～10月11日(月･祝)

市民ギャラリーC

日数= 7日／観覧者数＝1,026人

書作品51点を展示。

･１木ノ下淳一とーの会作品展

10月5日(火)～10月11日(月･祝)

市民ギャラリーＤ

日数＝7日／II覧者数＝956人

水彩画､デッサン､色鉛筆画等56点を展示。

･１第9回N548展九州産業大学芸術学部芸術学科

坂井忠臣研究室卒業生展

10月13日(水)～10月17日(日)

特別展示室B

日数＝5日／観覧者数＝424人

油彩画､版画等約30点を展示。

･UNE(ユヌ)展

10月13日(水)～10月17日(日)

市民ギャラリーＡ

日数＝5日／観覧者数＝706人

油絵､水彩画約40点を展示。

----------●●--------------------

●･第11回彩展

10月13日(水)～10月17日(日)

市民ギャラリーB

日数＝5日／観覧者数= 859人

油彩画､水彩画約30点を展示。

･・第42回玄霜会日本画展

10月13日(水)～10月17日(日)

市民ギャラリーC

日数＝5日／観覧者数＝918人

日本画約40点を展示。

　-----------------　--●----------

･・第10回白鴎書道会選抜展

10月13日(水)～10月17日(日)

市民ギャラリーＤ

日数＝5日／観覧者数＝816人

書作品約100点を展示。

●・第14回武蔵野美術大学校友会福岡支部展2010

10月19日(火)～10月24日(日)

特別展示室B

日数＝6日／観覧者数＝1,263人

油彩画､水彩画､日本画､ｱｸﾘﾙ画､彫刻､木工､彫金､版画、

テキスタイル､インスタレーション､陶磁器約90点を展示。

-----------●---------------------●-------------------

卜･子じか会健脳リハビリ作品展

10月19日(火)～10月24日(日)

市民ギャラリーA

日数＝6日／観覧者数＝843人

壁面､水彩画､手工芸品等124点を展示。
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●･第11回ラ･ビタ会イーゼル会合同絵画展

10月19日(火)～10月24日(日)

市民ギャラリーB

日数＝6日／観覧者数＝627人

絵画57点を展示。

･・横手敏雄･橋本弘之水墨画二人展

10月19日(火)～10月24日(日)

市民ギャラリーC

日数＝6日／観覧者数=861人

水墨画､墨彩画54点を展示。

---------------------　---------------

●･牧野水墨画作品展

10月19日(火)～10月24日(日)

市民ギャラリーD

日数＝6日／観覧者数＝874人

水墨画52点を展示。

●･尾花剛展

10月26日(火)～10月31日(日)

特別展示室B

日数=6日／観覧者数＝1,755人

水彩画､アクリルグワッシユ画31点を展示。

---　---------------------

加・第31回福岡きりえ展

10月26日(火)～10月31日(日)

市民ギャラリーA

日数＝6日／観覧者数＝1,079人

吉ﾘえ作品58点を展示。

ド第26回城南区市民アート展

10月26日(火)～10月31日(日)

市民ギャラリーB･C

日数＝6日／観覧者数＝1,315人

絵画､グラフィックデザイン､書､写真､工芸185点を展示。

･･第15回健筆会書作展

10月26日(火)～10月31日(日)

市民ギャラリーＤ

日数＝6日／観覧者数= 766人

書作品48点を展示。

●･中尾哲彰作陶展

11月2日(火)～11月7日(日)

特別展示室B

日数＝6日／観覧者数= 2,054人

オブジェ､花瓶､壷､茶碗道具､生活用具約100点を展示。

----------------------●　-----------------------　----

●･福岡文化連盟美術展2010

11月2日(火)～11月7日(日)

市民ギャラリーA･B･C

日数＝6日／観覧者数＝831人

洋画､日本画､写真､彫刻､書､工芸､アートフラワー､押し

花､手芸､創作人形､陶芸､創作ビーズ等141点を展示。

●･第16回学校飼育動物スケッチコンクール

11月2日(火)⌒-11月7日(日)

市民ギャラリーD

日数＝6日／観覧者数＝915人

市内市立の小学校･幼稚園等から応募された絵画の

うち受賞作品42点を展示。

------●●-●--------------------‥　---------------------

ﾄｴｺｰﾙ･ド･レン展　30年の歩み

11月9日(火)～11月14日(日)

特別展示室B

日数＝6日／観覧者数＝3,645人

絵画(油絵･水彩画･日本画)83点､写真6点､染色１

点､陶人形4点を展示。

------------‥　-------------------‥---------------

･１第17回サザンクロス写真展｢造｣

11月9日(火)～11月14日(日)

市民ギャラリーA

日数= 6日／観覧者数＝704人

写真作品49点を展示。
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●･第31回中央区市民文化祭美術作品展

11月9日(火)～11月14日(日)

市民ギャラリーB･C

日数＝6日／観覧者数＝1,080人

一般の部(洋画29点､日本画12点､書16点､写真36

点､手工芸16点)､小･中学生の部(絵画247点､書道

350点)のｲ乍品を展示。

-------------------------------------------------------

ﾄ修猷三五会作品展

11月9日(火)～11月14日(日)

市民ギャラリーD

日数＝6日／観覧者数＝845人

絵画､書､木工､写真作品等108点を展示。

●･第15回福岡市美術連盟会員展

11月15日(火)～n月21日(日)

特別展示室B､市民ギャラリーA･B･C･Ｄ

日数＝6日／観覧者数＝4,914人

日本画､油絵､グラフィックデザイン､ノンセクショ

ン､彫刻､工芸､写真170点を展示。

･･第42回九州かな書道協会展

11月23日(火)～n月28日(日)

特別展示室Ｂ､市民ギャラリーＡ･B･C･Ｄ

日数＝6日／観覧者数＝2,127人

書作品335点を展示。

------------------------------------------一

-平島正敏風景圖｢地中海のきらめき｣

11月30日(火)～12月5日旧)

特別展示室B

日数=5日／観覧者数=2,310人

油絵風景画58点を展示。

●･福岡コアサイド･アート美術展2010(平成22年度

福岡市障がい者(児)美術展)

11月30日(火)～12月5日(日)

市民ギャラリーA･B･C

日数=6日／観覧者数＝1,167人

書道､絵画､陶芸､写真422点を展示。

･・第53回福岡県医師会文化祭美術展

11月30日(火)～12月5日(日)

市民ギャラリーＤ

日数＝6日／観覧者数＝882人

絵画18点､写真12点､書1点､工芸2点を展示。

●･第13回謙慎書道会九州･沖縄展

12月7日(火)～12月12日旧)

特別展示室B

日数＝6日／観覧者数= 1,265人

書作品177点を展示。

･・第30回南区美術展

12月7日(火)～12月12日(日)

市民ギャラリーＡ･B･C

日数＝6日／観覧者数＝941人

絵画56点､彫刻6点､書61点､工芸29点､写真39点を

展示。

ト裕竹会書展

12月7日(火)～12月12日(日)

市民ギャラリーＤ

日数＝6日／観覧者数＝1,227人

書作品67点を展示。

卜・平寛絵画作品展－Losing Blue－

12月14日(火)～12月19日(日)

特別展示室B

日数= 6日／観覧者数= 1,544人

テンペラ画約90点を展示。

･・第lO回ロータリー･ジュニア美術展

12月14日(火)～12月19日(日)

市民ギャラリーＡ

日数＝6日／観覧者数＝569人

水彩画､パステル画､鉛筆画等151点を展示。

------------------------------------------------

●･第6回賛華会写真展

12月14日(火)～12月19日(日)

市民ギャラリーB

日数＝6日／観覧者数＝514人

写真作品40点を展示。

●･牛歩の会絵画展

12月14日(火)ヽ12月19日(日)

市民ギャラリーC

日数＝6日／観覧者数＝655人

水彩画53点､油彩画16点を展示。

　　-●‥-●●----------------------------

･･･第33回福岡市退職小学校長会作品展

12月14日(火)～12月19日(日)

市民ギャラリーＤ

日数＝6日／観覧者数＝895人

絵画16点､書17点､工芸27点､写真15点を展示。

-------------------------------------------------------

●･日韓中アーティスト８人展&制作パフォーマンス

12月21日(火)～12月26日(日)

特別展示室B

日数＝6日／観覧者数＝1,311人

木版画(韓国16点､日本10点､中国2点)合計28点を

展示。

･・西島徹作品展｢鉄の人体デッサンとオブジェ＋a｣

12月21日(火)～12月25日(日)

市民ギャラリーＡ

日数＝6日／観覧者数＝353人

オブジェ､Ｔシャツ､彫刻21点を展示。

･・西日本写真協会福岡支部｢フォト二水会｣第14回

作品展

12月21日(火)～12月26日(日)

市民ギャラリーB

日数＝6日／観覧者数＝936人

写真作品41点を展示。

-------------------------------------------------------

ﾄ七曜舎

12月21日(火)～12月26日(日)

市民ギャラリーC

日数=6日／観覧者数＝846人

ヌードデッサン61点を展示。

---------------------------------------●　　-●-----一一

卜・第5回形象展

12月21日(火)～12月26日(日)

市民ギャラリーD

日数＝6日／観覧者数＝743人

油彩画､テンペラ画､水彩画約44点を展示。

平成23年

●九輝展

1月5日(水)～1月10日(月･祝)

特別展示室B

日数＝6日／観覧者数＝8,719人

洋画26点､日本画5点､押花9点､写真9点､能面4点、

染色1点､工芸3点を展示。

-------------------------------------------------------

･１第59回福岡県小学校児童画展

1月5日(水)～1月10日(月･祝)

市民ギャラリーA･B･C･D

日数―6日／観覧者数＝6,023人

福岡県下の特選入賞児童の作品834点を展示。

･･西日本新聞書道之友展2010

1月12日(水)～1月16日(日)

特別展示室B､市民ギャラリーＡ･B･C･D

日数＝5日／観覧者数＝3,757人

書作品1,100点を展示。

---------------------------------------●-●

ト第36回西日本書美術展

1月18日(火)～1月23日(日)

特別展示室A･B

日数＝6日／観覧者数＝3,228人

書作品949点を展示。

●･第3回長生園ひな人形作品展

1月18日(火)～1月23日(日)

市民ギャラリーＡ

日数=6日／観覧者数＝1,224人

創作博多人形等117点を展示．

-----‥‥.　.-..-.-----------------

･･第59回福岡市中学校書作品展

1月18日(火)～1月23日(日)

市民ギャラリーB･C

日数＝6日／観覧者数＝1,660人

書作品960点を展示．

　　●--------------------------------

ﾄ第18回蒼龍会書作展

1月18日(火)～1月23日(日)

市民ギャラリーＤ

日数＝6日／観覧者数= 1,326人

書作品約1 /O,点を展示．

･・行動展

1月25日(火)～1月30日(日)

特別展示室A･B

観覧料＝一般800円､高･大生600円､小･中生無料。

日数＝6日／観覧者数＝1,597人

油絵､彫刻約200点を展示。

･･手織り遊び展

1月25日(火)～1月30日(日)

市民ギャラリーＡ

日数= 6日／観覧者数＝678人

タペストリー,のれん等70点を展示。

-----------------------------‥●　●-------------------一

卜阿部直昭絵画塾作品展　彩友会

1月25日(火)～1月30日(日)

市民ギャラリーB･C

日数＝6日／観覧者数＝1,278人

油絵125点を展示。

---------------------------‥‥　‥‥-----------------

･・第54回西日本読書感想画コンクール優秀作品展

1月25日(火)~1月30日(日)

市民ギャラリーＤ

日数＝6日／観覧者数＝1,350人

九州･山口各県の小学生～高校生を対象とした感

想画上位入賞77点を展示。

S･･第64回二紀展

2月1日(火)～2月6日(日)

特別展示室Ａ･B

観覧料＝一般700円､高･大生700円､小･中生無料。

日数＝6日／観覧者数＝3,109人

絵画107点､彫刻19点を展示。

S・土陽の会

2月1日(火)～2月６日(日)

市民ギャラリーA

日数= 6日／観覧者数＝1,086人

油絵60点を展示。
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