
●･自然と彫刻が好きな人たち

5月26日(火)～5月31日(日)

市民ギャラリーＣ

日数＝6日／観覧者数＝771人

木の彫刻､レリーフから立体までを展示。

MAVIE(まび)展

5月26日(火)～5月31日(日)

市民ギャラリーＤ

日数＝6日／観覧者数= 1,062人

油彩画75点を展示。

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

S1陶彩展

6月2日(火)～6月7日(日)

特別展示室Ｂ

日数＝6日／観覧者数＝3,249人

茶碗､花器などの陶器作品､写真作品約125点を展示。

S１第10回木曜会作品展

6月2日(火)～6月ﾌ日(日)

市民ギャラリーＡ

日数＝6日／観覧者数=977人

風景､動物､花などの写真作品33点を展示。

S･･九州産業大学芸術学部写真映像学科

百瀬ゼミナール写真展｢ing｣

6月2日(火)～6月７日(日)

市民ギャラリーＢ・Ｃ

日数＝6日／観覧者数＝853人

写真約200点および映像作品を展示｡

ﾄ版画工房WA作品展

6月2日(火)～6月7日旧)

市民ギャラリーＤ

日数= 6日／観覧者数＝820人

一版刷油彩版画作品81点を展示。

●･樋口明彦研究室10周年記念展

～九州の景観とともに～

6月9日(火)～6月14日旧)

特別展示室Ｂ

日数＝6日／観覧者数＝1,672人

景観デザイン模型13点､パネルフ6枚を展示。

●･ツレ展

6月9日(火)～6月14日(日)

市民ギャラリーＡ

日数＝6日／観覧者数＝757人

水彩､油彩､テンペラ､パステル､アクリルの作品､陶

器等51点を展示。

ﾄどんぐりの会水彩画展

6月9日(火)～6月14日(日)

市民ギャラリーＢ

日数=6日／観覧者数= 727人

朝日カルチャー土曜教室の水彩画作品50点を展示。

●･現代押し花アート展

6月9日(火)～6月14日(日)

市民ギャラリーＣ

日数＝6日／観覧者数＝831人

レミ子押し花学院福岡教室の押し花額装作品119

点､ランプ10個を展示。

●･第3回りベルテ113絵画展

6月9日(火)～6月14日(日)

市民ギャラリーＤ

日数＝6日／観覧者数=968人

水彩画､油彩画作品68点を展示。

-思考する眼　　　　　　　　　　　　　　　　　　－エコール･ド･レン展

6月16日(火)～6月21日(日)　　　　　　　　　　　7月22日(水)～7月26日(日)

特別展示室Ｂ　　　　　　　　　　　　　　　　　　市民ギャラリーＤ

日数＝6日／観覧者数＝450人　　　　　　　　　　　日数＝5日／観覧者数＝931人

九州産業大学芸術学部写真学科大島洋研究室の学　　油彩画､水彩画､陶芸作品あわせて67点を展示。

生による作品展。

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

卜･荒木スミ子皮革工芸展

6月拓日(火)～6月21日(日)

市民ギャラリーＡ

日数＝6日／観覧者数= 807人

平面作品22点､立体作品10点を展示。

ドシニアサークル彩洪会水彩画展

6月16日(火)～6月21日(日)

市民ギャラリーＢ

日数＝6日／観覧者数＝886人

水彩画60点を展示。

▲第26回天真会書展

6月16日(火)～6月21日(日)

市民ギャラリーＣ

日数＝6日／観覧者数=936人

漢字､調和体の額装､軸装の書作品56点を展示、

S･･第42回てんぐるうぷ展

6月拓日(火)～6月21日(日)

市民ギャラリーＤ

日数＝6日／観覧者数＝997人

油彩画､水彩画49点を展示。

●･第40Ih1日展

6月27日(土)～7月20日(月･祝)

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＝21日／観覧者数＝24,611人

日本画丿羊画､彫刻､工芸美術､書の5部門｡全国巡回

および九州･山口･沖縄の地元入選作品から約450

点を展示。

･・第105回記念太平洋展･第44回西日本展

7月22日(水)～7月26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＝5日／観覧者数＝3,093人

巡回展は絵画､版画､彫刻､染織作品227点､公募展

は絵画､版画､彫刻､染織作品75点を展示。

●･第36回龍飛書展

7月22日(水)～7月25日(日)

市民ギャラリーＡ

日数＝5日／観覧者数＝385人

漢字､調和体の書作品約50点を展示。

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

ﾄ微妙な違和感三人展

7月22日(ﾌK)～7月26日(日)

市民ギャラリーＢ

日数＝5日／観覧者数＝589人

水彩画､油彩画､アクリル画あわせて54点を展示。

ト(財)独立書人団第32回福岡県支部書展

7月22日(水)～7月26日(日)

市民ギャラリーＣ

日数＝5日／観覧者数=442人

臨書作品､篆刻など23点を展示。

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

S･･第6回西部朝日書道展九州･山口･沖縄代表書作家展

7月28日(火)～8月2日(日)

特別展示室Ａ

日数＝6日／観覧者数＝1,217人

代表的な書家40人の新作75点を展示。

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

ﾄ第23回工芸美術　知新会展

7月28日(火)～8月2日(日)

特別展示室Ｂ

日数= 6日／観覧者数= 1,117人

陶磁器､染織､人形､皮革等の作品64点を展示。

SEIEN写真倶楽部作品展

7月28日(火)～8月2日(日)

市民ギャラリー八

日数= 6日／観覧者数＝1,167人

写真作品51点を展示。

2009日韓現代ART交流会展

7月28日(火)～8月2日(日)

市民ギャラリーＢ

日数＝6日／観覧者数＝905人

日本側20名､韓国側20 名による油彩画､彫刻､陶芸、

写真作品90点を展示、

●･よろず写真塾写真展

ﾌ月28日(火)～8月2日(日)

市民ギャラリーＣ

日数＝6日／観覧者数＝1,406人

写真作品85点を展示。

●･ホアヂア会展

7月28日(火)～8月2日(日)

市民ギャラリーＤ

日数＝6日／観覧者数＝2,449人

油彩画22点を展示。

-----------------------------------------------------一一

2009佐賀県立有田窯業大学校夏季作品展

｢やちもの展｣

8月4日(火)~8月9日(日)

市民ギャラリーＡ

日数＝6日／観覧者数= 546人

陶磁器58種226点を展示。

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

S・日中子ども書画展

8月4日(火)～8月9日(日)

市民ギャラリーB・C

日数=6日／観覧者数＝832人

福岡市､県､九州および上海､青海省の児童生徒の

絵画､書などの作品310点を展示。

･･第２回山田秀一個展

8月4日(火)～8月9日(日)

市民ギャラリーＤ

日数＝6日／観覧者数=456人

鉛筆絵53点を展示。



●･堀江康敬守護仏展

8月11日(火)へ･8月16日(日)

市民ギャラリーＡ

日数＝6日／観覧者数＝1,160人

伝統的な仏画をコンピューターグラフィックスで創

作｡額装､タペストリーなどの作品30点を展示。

----------------------------　-　-

"ﾘんごの赤¨展

8月11日(火)～8月16日(日)

市民ギャラリーＢ

日数＝6日／観覧者数=910人

九州大学美術部およびOBによる油彩画､水彩画。

CG作品､ペン画等44点を展示。

●･凛として

8月11日(火)～8月16日(日)

市民ギャラリーＣ

日数＝6日／観覧者数＝1,356人

水彩画40点を展示｡

　　‥‥-‥------------------------------一

卜･｢震電プロジェクト｣ドキュメント展

8月11日(火)～8月16日(日)

市民ギャラリーＤ

日数＝6日／観覧者数＝3,182人

立体1点､映像資料2点を展示。

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

Africa～サバンナの野生動物たち～

8月18日(火)～8月23日(日)

市民ギャラリーＡ

日数＝6日／観覧者数＝852人

写真作品47点を展示。

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

卜第4回福岡県高等学校書道教員書作展

8月18日(火)～8月23日(日)

市民ギャラリーＢ･Ｃ

日数＝6日／観覧者数＝499人

漢字､かな､篆刻等の書作品47点を展示。

･・久留米光画会写真展2009

8月18日(火)～8月23日(日)

市民ギャラリーＤ

日数＝6日／観覧者数＝1,399人

全紙の写真作品81点を展示。

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

ﾄ第15回さくら会水彩画展

8月25日(火)～8月30日旧)

市民ギャラリーＡ

日数＝6日／観覧者数＝896人

水彩画57点を展示。

卜･九文連展

8月25日(火)～8月30日(日)

市民ギャラリーＢ

日数＝6日／観覧者数＝595人

鹿児島大学､鹿児島国際大学九州工業大学の合同

展丿由彩画､水彩画等50点を展示。

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

-第37回福岡県人書作展

8月25日(火)～8月30日(日)

市民ギャラリーＣ

日数＝6日／観覧者数＝489人

額装､軸装の書作品20点を展示。

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

●･日本水彩久留米支部小品展

8月25日(火)～8月30日旧)

市民ギャラリーＤ

日数＝6日／観覧者数＝924人

水彩画53点を展示。

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

●･第41回青像グループ写真展

9月1日(火)～9月6日(日)

市民ギャラリーＡ

日数＝6日／観覧者数＝668人

ポートレート写真45点を展示。

●･皆(カイ)展

9月1日(火)～9月6日(日)

市民ギャラリーＢ・Ｃ

日数＝6日／観覧者数＝961人

公民館､子ども絵画サークル等の合同作品展丿由彩

画､水彩画等約200点を展示。

------------------------------------------------------一一

卜第2回博親会展

9月1日(火)へ-9月6日(日)

市民ギャラリーＤ

日数＝6日／観覧者数= 838人

油彩画､水彩画あわせて77点を展示。

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

ﾄﾞ第21回サムホール公募展

9月8日(火)～9月13日(日)

市民ギャラリーＡ

日数＝6日／観覧者数＝1,745人

サムホールサイズの油彩画､水彩画､パステル画等

約800点を展示。

卜古賀幸雄～心象|||～写真展

9月8日(火)～9月13日(日)

市民ギャラリーＢ

日数＝6日／観覧者数＝827人

写真作品57点を展示。

●･『風2009』合同写真展

9月8日(火)～9月13日(日)

市民ギャラリーＣ

日数= 6日／観覧者数＝900人

東花畑､草ヶ江､若久三公民館の合同写真展｡写真

作品52点を展示。

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

●･第6回みづたまの会展

9月8日(火)～9月13日(日)

市民ギャラリーＤ

日数＝6日／観覧者数＝1,013人

水彩画約80点を展示。

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

●･フォトユニットガイア写真展｢水と大地の詩｣

9月15日(火)～9月23日(水･祝)

市民ギャラリーＡ

日数＝9日／観覧者数= 1,548人

風景写真32点を展示。

●･助弘桂雪書作品展

9月15日(火)～9月23日(水･祝)

市民ギャラリーＢ･Ｃ

日数＝9日／観覧者数= 1,193人

扁額､書画､条幅､短冊､色紙､屏風の作品165点を

展示。

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

●･彩舟会展

9月15日(火)～9月23日(水･祝)

市民ギャラリーＤ

日数= 9日／観覧者数＝1,553人

油彩画約90点を展示。

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

●･第37回游展

9月25日(金)～10月4日(日)

市民ギャラリーＡ

日数＝9日／I,I覧者数＝1,223人

油彩画､水彩画を約60点展示。

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

●･第10回グループ四季水彩画展

9月25日(金)～10月4日(日)

市民ギャラリーＢ

日数＝9日／観覧者数＝1,253人

日本の四季の風景を描いた水彩画59点を展示。

●･ゆう美会

9月25日(金)～10月4日(日)

市民ギャラリーＣ

日数＝9日／観覧者数= 1,351人

書､絵画､陶器､絵手紙等99点を展示。

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

-第22回三礼会かな書作展

9月25日(金)～10月4日(日)

市民ギャラリーＤ

日数＝9日／観覧者数＝1,391人

額装､屏風､折帖､巻子の作品45点を展示。

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

dot 2009｢9の個性｣

10月6日(火)～10月12日(月･祝)

特別展示室Ｂ

日数＝7日／観覧者数＝555人

彫刻13点を展示。

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

卜･第1回ももちあさひカルチャー墨彩画教室展

10月6日(火)～10月12日(月･祝)

市民ギャラリーＡ

日数＝7日／観覧者数＝806人

墨彩画､水墨画､はがき画､色紙画58点を展示。

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

･・第11回大人たちのクレパス画展

10月6日(火)～10月12日(月･祝)

市民ギャラリーＢ

日数= 7日／観覧者数= 701人

オイルパステル画100点を展示。

ド空の会グループ展

10月6日(火)～10月12日(月･祝)

市民ギャラリーＣ

日数= 7日／観覧者数＝975人

油彩画43点を展示。

●･第32回西日本版画協会展

10月6日(火)～10月12日(月･祝)

市民ギャラリーＤ

日数＝7日／観覧者数＝1,158人

木版画､ペーパースクリーン､シルクスクリーン等53

点を展示。

-----------------------------------------------------一一

卜江口祥泉水墨画米寿記念展

10月14日(水)～10月18日(日)

特別展示室Ｂ

日数＝5日／観覧者数＝1,569人

掛軸､額装､扁､屏風の書作品あわせて108点を展示。

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

ﾄ第39回福岡市高齢者美術展

10月14日(水)～10月18日(日)

市民ギャラリーＡ･Ｂ･Ｃ

日数＝5日／観覧者数＝1,641人

絵画､書､写真､工芸の公募作品175点を展示。

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

●･第2回ももの樹水彩画作品展

10月14日(水)～10月18日旧)

市民ギャラリーＤ

日数＝5日／観覧者数＝1,254人

水彩画45点､油彩画1点を展示。

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



●･平成21年景柳会書作展

10月20日(火)～10月25日旧)

特別展示室Ｂ

日数＝6日／観覧者数＝1,174人

書作品等120点を展示。

●･立花会油絵展

10月20日(火)～10月25日(日)

市民ギャラリ一Ａ

日数= 6日／観覧者数＝742人

油彩画43点を展示。

●･第25回城南区市民アート展

10月20日(火)～10月25日(日)

市民ギャラリーＢ・Ｃ

日数＝6日／観覧者数＝943人

絵画､グラフィックデザイン､書､写真､工芸146点を

展示。

-第37回鶴陽美術展

10月20日(火)～10月25日(日)

市民ギャラリーＤ

日数＝6日／観覧者数＝819人

洋画､日本画､書､工芸､彫刻､写真あわせて60点を

展示｡

●･第14回福岡市美術連盟展

10月27日(火)～11月1日旧)

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＝2,989人

会員および推薦作家による日本画､工芸､グラフィッ

ク､写真､彫刻等157点を展示。

･･井上孝治写真展

11月3日(火)～11月8日旧)

特別展示室Ｂ

日数＝6日／観覧者数＝2,125人

写真作品no点を展示。

S･･第15回学校飼育動物スケッチコンクール

11月3日(火)～11月８日(日)

市民ギャラリーＡ

日数=6日／観覧者数＝738人

市内小学校､幼稚園の公募受賞作品42点を展示。

･･芳田香風追悼展

11月3日(火)～11月8日(日)

市民ギャラリーＢ

日数=5日／観覧者数＝576人

毛筆書道､ペン習字作品65点を展示。

･･薫風会仏像彫刻作品展

11月3日(火)～11月8日(日)

市民ギャラリーＣ

日数＝5日／観覧者数＝1,109人

仏像彫刻145点を展示。

●･高山オリ子の世界～小窓展～

11月3日(火)～11月8日(日)

市民ギャラリーＤ

日数＝6日／観覧者数＝863人

油彩画50点を展示。

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

卜第41回九州かな書道協会展

11月10日(火)～11月15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=868人

書作品約360点を展示。

●･第29回九州二科会写真部公募展

11月17日(火)～11月23日(月･祝)

特別展示室Ｂ

日数＝７日／観覧者数＝2,676人

公募入選作品の展覧会｡写真作品330点を展示。

▲福岡水彩画同好会展

11月17日(火)～11月23日(月･祝)

市民ギャラリーＡ

日数＝7日／観覧者数＝1,070人

西水会､福水会､玉水会､早水会の合同展｡水彩画

48点を展示。

･･第30回中央区市民文化祭｢美術作品展｣

11月17日(火)～11月23日(月･祝)

市民ギャラリーＢ・Ｃ

日数＝7日／観覧者数＝1,786人

絵画､写真､手工芸､書作品等749点を展示。

11月17日〔火〕～11月23日(月･祝)

市民ギャラリーＤ

日数＝7日／観覧者数＝1,255人

中国水墨画､漢字書道の作品64点を展示。

　　　　　　●------------------------------

●･カルチャースタジオ　セ･マ･フェット展覧会

～Harmonie～

11月25日(水)～n月29日(日)

特別展示室Ｂ

日数＝5日／観覧者数＝756人

絵付けされた磁器作品など500点を展示。

S･･ギルドサークルYou口遊　パッチワーク作品展

11月25日(水)～11月29日旧)

市民ギャラリーＡ

日数＝5日／観覧者数=665人

タペストリー､バッグ､ポーチ等170点を展示。

●･第12回謙慎書道会九州沖縄展

11月25日(水)～11月29日(日)

市民ギャラリーＢ・Ｃ

日数＝5日／観覧者数= 777人

篆書､隷書､楷書､行書､草書などの作品168点を展示。

●･第32回福岡市退職小学校校長会作品展

11月25日(水)～11月29日(日)

市民ギャラリーＤ

日数＝5日／観覧者数＝783人

絵画､書､工芸､写真作品あわせて68点を展示。

●･第61回毎日書道展九州展

12月1日(火)～12月6日(日)

特別展示室Ａ・Ｂ

観覧料＝一般500円,大学生以下無料。

日数＝6日／観覧者数＝3,352人

書作品1,038点を展示。

●･福岡コアサイド･アート美術展2009

｢福岡市障がい者(児)美術展｣

12月1日(火)～12月6日(日)

市民ギャラリーＡ・Ｂ・Ｃ

日数＝6日／観覧者数= 1,504人

絵画､書道､陶芸､写真等の作品345点を展示。

●･第9回ロータリージュニア美術展

12月1日(火)～12月6日(日)

市民ギャラリーＤ

日数=5日／観覧者数＝689人

福岡地区中学生の美術作品展｡水彩画150点を展示。

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

●･第64回行動美術協会展

12月8日(火)～12月13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=5日／観覧者数＝1,479人

絵画謂茲I｣作品を展示。

●･第29回南区美術展

12月8日(火)～12月13日(日)

市民ギャラリーＡ･Ｂ･Ｃ

日数= 6日／観覧者数＝1,120人

市民公募の作品および南区美術協会員の作品展｡

絵画､彫刻､書､工芸､写真163点を展示。

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

Ｍ尹藤克広展

12月8日(火)～12月13日(日)

市民ギャラリーＤ

日数= 6日／観覧者数＝710人

油彩画､アクリル画17点を展示。

●･第35回西日本書美術展

12月15日(火)～12月20日(日)

特別展示室Ａ･Ｂ､市民ギャラリーA･B･Ｃ

日数＝6日／観覧者数＝4,093人

西日本書美術協会会員の書作品約1,000点を展示。

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

ﾄ平成21年度福岡大学書道部展

12月15日(火)～12月20日(日)

市民ギャラリーＤ

日数＝6日／観覧者数=801人

書作品40点を展示。

ﾄ西日本新聞書道之友展2009

12月22日(火)～12月25日(金)

特別展示室Ａ

日数＝4日／観覧者数＝1,380人

学生部､一般部､会友による書作品約1,000点を展示。

･・第19回ぐるーぷ･街風景画展

12月22日(火)～12月27日(日)

特別展示室Ｂ

日数＝6日／観覧者数＝1,063人

水彩画､水墨画112点を展示。

●●---------------------------------

S・第37回古光書道会作品展

12月22日(火)～12月27日(日)

市民ギャラリー八

日数＝6日／観覧者数＝706人

書作品32点を展示。

ﾄ彩友会

12月22日(火)～12月27日(日)

市民ギャラリーＢ･Ｃ

日数＝6日／観覧者数= 913人

油彩画123点を展示。

･・第2回アトリエ｢○ctart会)作品展

12月22日(火)～12月27日(日)

市民ギャラリーＤ

日数＝6日／観覧者数＝802人

油彩画､水彩画､デッサン､パステル画72点を展示。

●･第6回姚明中国水墨画書道研究会展



平成22年

･・井上寛七個展

1月5日(火)～1月11日(月･祝)

特別展示室Ｂ

日数＝7日／観覧者数＝2,435人

水彩画69点､油彩画3点を展示。

1月5日(火)～1月11日(月･祝)

市民ギャラリーＡ･Ｂ・Ｃ･Ｄ

日数＝7日／観覧者数＝4,483人

県下の応募点数約27万点より特選の作品800点を

展示。

･･吉原みずゑ展｢情景の到着｣

1月13日(水)～1月ロ日(日)

特別展示室Ｂ

日数＝5日／観覧者数＝1,109人

布によるインスタレーション3点を展示。

･;由彩　中島晃

1月13日(水)～1月17日(日)

市民ギャラリー∧

日数＝5日／観覧者数＝555人

油絵30点を展示。

ﾄ丸尾研究室写真作品展2009

1月13日(水)～1月17日(日)

市民ギャラリーＢ

日数＝5日／観覧者数＝479人

九州産業大学芸術学部写真学科丸尾研究室より写

真作品80点を展示。

ﾄ安西博之｢たましいインこころの宇宙｣展

1月13日(水)～1月17日旧)

市民ギャラリーＣ

日数＝5日／観覧者数＝卜4人

インスタレーション作品を展示。

･・第10回福岡養護学校アート展

1月13日(水)～1月17日(日)

市民ギャラリーＤ

日数＝5日／観覧者数=632人

絵画､工芸､工作､デザイン､染色､陶芸､織物､貼り

絵､書､被服､手芸等約300点を展示。

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

-九輝展

1月19日(火)～1月24日(日)

特別展示室Ｂ

日数＝6日／観覧者数＝2,447人

油絵､日本画､染色､写真､押花､パステル画､能面あ

わせて44点を展示。

Ｈ左藤友美水彩画展

1月19日(火)～1月24日(日)

市民ギャラリーＡ

日数＝6日／観覧者数＝1,003人

水彩画68点を展示。

･・第58回福岡市中学校書作品展

1月19日(火)～1月24日(日)

市民ギャラリーＢ･Ｃ

日数＝6日／観覧者数＝1,234人

半紙､短冊等の書作品860点を展示。

SHAKE展

1月19日(火)～1月24日(日)

市民ギャラリーＤ

日数＝6日／観覧者数= 783人

油彩画､写真､陶芸等の作品約100点を展示、

●･第9回福岡市東区美術協会会員展

1月26日(火)～1月31日(日)

特別展示室Ｂ

日数＝6日／観覧者数＝2,468人

日本画､洋画､彫刻､工芸､書道､写真あわせて49点

を展示、

ﾄ手織り遊び展

1月26日(火)～1月31日(日)

市民ギャラリー八

日数＝6日／観覧者数=851人

タペストリー､ランプ等76点を展示。

●･第9回九大美術会展

1月26日(火)～1月31日(日)

市民ギャラリーＢ

日数＝6日／観覧者数＝943人

FlOO号の油彩画から小品まで約60点を展示、

･･第17回蒼龍会

1月26日(火)～1月31日(日)

市民ギャラリーＣ

日数＝6日／観覧者数= 1,177人

半切以下の漢字､かな､ペン作品160点を展示。

ﾄﾞ第9回こぶし会展

1月26日(火)～1月31日(日)

市民ギャラリーＤ

日数＝6日／観覧者数＝1,217人

日本画19点､色紙15点を展示｡

･･吉田勇輔油彩画展

2月2日(火)～2月ﾌ日(日)

特別展示室Ｂ

日数＝6日／観覧者数＝1,753人

油彩画92点を展示。

卜第4回写好会作品展

2月2日(火)～2月7日(日)

市民ギャラリーＡ

日数=6日／観覧者数=885人

風景写真37点を展示。

･･第53回西日本読書感想画コンクール優秀作品展

2月2日(火)～2月7日(日)

市民ギャラリーＢ

日数＝6日／観覧者数＝1,618人

応募作品よ叫憂秀作品77点を展示。

卜･ファインアート展

2月２日(火)～2月ﾌ日(日)

市民ギャラリーＣ

日数＝6日／観覧者数＝1,067人

福岡市中学校支援学級による作品展｡絵画､手芸、

陶芸､書､木工､紙工､共同作品など1,000点を展示。

･・旅の途中の回顧展

2月2日(火)～2月７日(日)

市民ギャラリーＤ

日数＝6日／観覧者数＝978人

油彩画35点を展示。

●心のふる里人形展

2月9日(火)～2月14日(日)

特別展示室Ｂ

観覧料＝一般500円､高･大生300円､小･中生無料。

日数= 6日／観覧者数＝944人

創作人形120点を展示。

卜Multiplication IV

2月9日(火)～2月14日(日)

市民ギャラリーＡ

日数＝6日／観覧者数＝749人

写真作品約50点を展示。

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

S･･第39回世界児童画展　福岡･佐賀展

2月9日(火)～2月14日(日)

市民ギャラリーＢ･Ｃ

日数＝6日／観覧者数＝2,275人

水彩画437点を展示。

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

･･グルーポ･グルーポ展

2月9日(火)～2月14日(日)

市民ギャラリーＤ

日数＝6日／観覧者数= 1,140人

平面､アクリル､油彩､水彩､半立体作品245点を展示。

･・九州産業大学芸術学部卒業制作･大学院終了制

作展

2月16日(火)～2月21日(日)

特別展示室Ｂ

日数＝6日／観覧者数= 1,874人

日本画､油彩画､陶器､彫刻､テキスタイル､写真､映

像等の作品280点を展示。

ﾄﾞ第59回福岡市中学校美術展

2月16日(火)～2月21日(日)

市民ギャラリーＡ･Ｂ･C・D

日数＝6日／観覧者数＝5,441人

絵画､彫刻､工芸､デザイン等の作品約4,000点を展示。

･･九州産業大学芸術学部卒業制作展(芸術工芸学

科)･大学院芸術研究科修了制作展(美術専攻)

2月23日(火)～2月28日旧)

市民ギャラリーＡ

日数＝6日／観覧者数= 1,201人

油絵､日本画､彫刻､工芸､染織の作品あわせて34点

を展示。

●･墨心会

2月23日(火)～2月28日(日)

市民ギャラリーＢ

日数＝6日／観覧者数＝1,091人

水墨画46点,絵手紙60枚を展示。

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

S･･早良区･西区公民館水墨画サークル合同作品展

2月23日(火)～2月28日(日)

市民ギャラリーＣ

日数＝6日／観覧者数＝1,165人

水墨画50点を展示。

･・九州大学大学院芸術工学府　片山研究室作品展

2月23日(火)～2月28日(日)

市民ギャラリーＤ

日数＝6日／観覧者数= 1,320人

平面､映像､パネル､写真の作品25点を展示。

ﾄ第2回福岡YPC写真展

3月2日(火)～3月ﾌ日(日)

特別展示室Ｂ

日数= 6日／観覧者数＝3,093人

全紙サイズフ2点の他特別入賞作品等計82点を展示。

･・九州産業大学芸術学部卒業制作展(美術学科)

2月23日(火)～2月28日(日)

特別展示室Ｂ

日数＝6日／観覧者数＝3,830人

油彩画､日本画､映像､彫刻作品53点を展示。

●･第58回福岡県小学校児童画展



･・福岡市書道協会展

3月2日(火)～3月7日(日)

市民ギャラリーＡ･Ｂ･Ｃ･Ｄ

日数＝6日／観覧者数＝1,869人

漢字､かな等の書作品約300点を展示。

･・第23回蘭亭書道展

3月9日(火)～3月14日(日)

特別展示室Ｂ

日数＝6日／観覧者数＝2,481人

色紙や短冊の公募書作品の中から審査で選ばれた

約2,500点を展示。

●･福岡風雲会書作展

3月9日(火)～3月14日(日)

市民ギャラリーＡ

日数= 6日／観覧者数＝767人

漢字､調和体､かなの書作品25点を展示。

●･かな書道包一会〈福岡展〉

3月9日(火)～3月14日(日)

市民ギャラリーＢ

日数＝6日／観覧者数＝858人

かな書作品50点を展示。

●･バルール展

3月9日(火)～3月14日(日)

市民ギャラリーC

日数＝6日／観覧者数＝508人

油彩､水彩､木炭デッサン等34点を展示。

･･福井書塾発表会″今想う″″

3月9日(火)～3月14日(日)

市民ギャラリーＤ

日数＝6日／観覧者数＝808人

額装､軸装､パネルの書作品44点を展示。

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

卜第63回二紀展

3月30日(火)～4月4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＝3,076人

絵画､彫刻あわせて128点を展示。

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

トぐるーぷゆい染色展

3月30日(火)～4月4日旧)

市民ギャラリーＡ

日数＝6日／観覧者数＝1,251人

染色パネル､屏風20点を展示。

･･世界の帆船模型展

3月30日(火)～4月４日(日)

市民ギャラリーＢ

日数＝6日／観覧者数= 1,110人

AZ帆船クラブ会員が制作した帆船模型約50点を展

一汀乱

●･フォトクラブニツコリ第1回写真展

3月30日(火)～4月4日(日)

市民ギャラリーＣ

日数＝6日／観覧者数＝1,170人

風景写真49点を展示。

卜脱蝉社書展2010

3月30日(火)～4月4日(日)

市民ギャラリーＤ

日数＝6日／観覧者数＝978人

書作品等18点を展示。



舜‾‾･

福岡市中学校美術教育研究会総会

｢第40回日展｣解説

九州芸術学会

｢第40回日展｣親子鑑賞教室

｢日中子ども書画展｣表彰式

福岡･近現代建築ツアーレクチャー

福岡渡辺社中夏季講演会｢和物茶碗一波状の創造｣

｢吸江斎没後150年を迎えて｣

4月15日(水)

6月27日(土)

7月4日(土)

7月11日(土)

8月4日(火)

8月7日(金)

8月９日(日)

8月27日(木)

韓国博物館開館100M1年記念講演｢文化財を通して　10月3日(土)

見る日韓交流｣

｢第4回NHK福岡俳句ウォーク大会｣講演･審査

｢第39回福岡市高齢者美術展｣表彰式

｢第25回城南区市民アート展｣表彰式

｢第14回福岡市美術連盟会員展｣講演会

｢アジアから博多を見ると｣

｢第15回学校飼育動物スケッチコンクール｣表彰式

シネフェス09

｢福岡コアサイド･アート美術展2009｣表彰式

｢第29回南区美術展｣表彰式

福岡コピーライターズクラブ(FCC)審査会

｢西日本新聞書道之友展2009｣表彰式

洋画:田中公子､彫刻:片山

博詞､工芸美術:佐藤好昭、

書:岩田海道

福岡市中学校美術教育研究会

西日本新聞社

九州芸術学会

西日本新聞社

九州日中民間文化交流協会

MATfukuoka実行委員会

伊藤嘉章(九州国立博物館学芸部表千家福岡渡辺社中

企画課長)､渡辺潤(表千家理事)

西谷正(九州歴史資料館館韓国観光公社

長･伊都国歴史博物館名誉

館長･九州大学名誉教授)

　　　　　　　　　　　　　　NHK福岡放送局､NHK福岡文化センター､福岡県俳句協会

　　　　　　　　　　　　　　社団法人福岡市老人クラブ連合会

　　　　　　　　　　　　　　ふれあい城南運営委員会､福岡市城南区役所

10月11日(日)

10月16日(金)

10月25日(日)

10月31日(土)管洋志(写真家)

n月8日(日)

11月28日(土)

11月29日(日)

12月5日(土)

12月6日(日)

12月13日(日)

12月18日(金)

12月19日(土)

12月23日冰･祝)

平成22年

｢第58回福岡県小学校児童画展｣学校賞･特選児童　1月5日(火)

表彰式

南当仁小学校　美術鑑賞のための研修　　　　　　2月19日(金)

｢第16回福岡市書道協会展｣総会･講演会｢硯について｣3月７日(日)

シンポジウム｢黒田如水･長政父子が創った都市～　3月19日(金)

宮本武蔵･高杉晋作･坂本龍馬が観た城下町｣　　　3月20日(土)
一 一

教養講座室

福岡市美術連盟

福岡市獣医師会

原口甲斐

福岡市障がい者(児)美術展実行委員会

南区市民の祭り運営委員会

福岡コピーライターズクラブ

西日本新聞社､西日本新聞書道会

福岡県小学校図画工作教育研究会

福岡市立南当仁小学校

福岡市書道協会

福岡市教育委員会文化財部文化財整備課

｡講座丿講演会名ｿﾞ］こJljliJこ･こ万万j･111万万1。11　yyl　期日二ニブ　斤　　　］主催者｜　　∧∧卜回▽ノニトブレし］○∧∧ご……2;=こ2参加人数（人）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成21年

フジクロームクラブjp福岡作品講評会　　　　　　4月17日（金）　　　　　　　　　フジクロームクラブJp福岡　　　　　　　　　　　　　　　　　　14

福岡市中学校美術教育研究会美術部顧問者会　　　5月1日（金）　　　　　　　　　　福岡市中学校美術教育研究会　　　　　　　　　　　　　　　　30

平成21年度福岡市美術連盟総会　　　　　　　　　5月10日（日）　　　　　　　　　福岡市美術連盟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　66

福岡通信三田会･山口通信三田会交流会　　　　　5月12日（火）　　　　　　　　　山口通信三田会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13

武蔵野美術大学校友会福岡支部総会　　　　　　　5月30日（土）　　　　　　　　　武蔵野美術大学校友会福岡支部　　　　　　　　　　　　　　　15

福岡市小学校図画工作教育研究会６月総会　　　　6月13日（土）　　　　　　　　　福岡市小学校図画工作教育研究会　　　　　　　　　　　　　　54

二科展福岡デザイン部勉強会　　　　　　　　　　6月14日（日）　　　　　　　　　二科会福岡デザイン部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７
一 一 一 一 一



(ﾈ土)太平洋美術会西日本支部準備総会

｢第44回太平洋美術展西日本公募展｣表彰式

福岡市中学校美術教育研究会研究部指導案審議

第23回工芸美術知新会展授賞式

フジクロームクラブjp福岡作品講評会

福岡渡辺社中夏季講演会

福岡県中学校美術教育研究会代表者会

絵画研究会

福岡市中学校美術教育研究会美術部顧問者会

明日の授業に役立つ版画指導のポイント

映像に関する勉強会

｢Fukuokaクラフトフェスタin海の中道｣準備会議

フジクロームクラブjp福岡作品講評会

｢第4回NHK福岡俳句ウォーク大会｣講演･審査

福岡市小学校図画工作教育研究会10月定例会

｢第25回城南区市民アート展｣準備

｢第25回城南区市民アート展｣表彰式

第42回福岡市民茶会

フジクロームクラブjp福岡作品講評会

福岡市中学校美術教育研究会研究部打ち合わせ会

福岡市小学校図画工作教育研究会11月定例会

｢第30回中央区市民文化祭美術作品展｣表彰式

フジクロームクラブjp福岡作品講評会

｢第61回毎日書道展九州展｣準備

福岡市小学校図画工作教育研究会12月定例会

｢第9回口－タリージュニア美術展｣表彰式

太平洋美術会西日本支部絵画部総会

行動美術協会会員会友会議

福岡コビーライターズクラブ(FCC)審査会

図画工作科教育研修

｢福岡養護学校アート展｣見学

福岡市小学校図画工作教育研究会１月例会

(社)太平洋美術会西日本支部染織部会

(社)太平洋美術会西日本支部定時総会･役員会

観光案内ボランティア研修会

福岡市小学校図画工作教育研究会２月例会

九州産業大学芸術学部映像祭

フジクロームクラブjp福岡作品講評会

太平洋展研修会

フジクロームクラブjp福岡作品講評会

6月21日(日)

7月22日(水)

7月24日(金)

8月2日(日)

8月21日(金)

8月27日(木)

9月3日(木)

9月8日(火)

9月9日(水)

9月12日(土)

9月17日(木)

9月30日(水)

10月9日(金)

10月11日(日)

10月17日(土)

10月18日(日)

10月19日(月)

10月25日(日)

11月2日(月)

11月3日(火)

11月6日(金)

11月13日(金)

11月14日(土)

11月23日(月)

11月25日(水)

11月30日(月)

12月5日(土)

12月6日(日)

11月12日(土)

12月13日(日)

12月18日(金)

12月19日(土)

平成22年

1月8日(金)

1月14日(木)

1月23日(土)

1月24日(日)

1月24日(日)

1月27日(水)

2月13日(土)

2月18日(木)

～21日(日)

3月5日(金)

3月6日(土)

3月7日(日)

3月30日(火)

(ﾈ土)太平洋美術会西日本支部

(n)太平洋美術会西日本支部､西日本新聞社

福岡市中学校美術教育研究会

工芸美術知新会､読売新聞西部本社､FBS福岡放送

フジクロームクラブjp福岡

表千家福岡渡辺社中

福岡県中学校美術教育研究会

日洋会福岡

福岡市中学校美術教育研究会

福岡市小学校図画工作教育研究会

KRKプロデュース

好い陶際実行委員会

フジクロームクラブJP福岡

NHK福岡放送局､NHK福岡文化センター､福岡県俳句協会

福岡市小学校図画工作教育研究会

ふれあい城南運営委員会､福岡市城南区役所

ふれあい城南運営委員会､福岡市城南区役所

福岡茶道文化連盟

フジクロームクラブjp福岡

福岡市中学校美術教育研究会

福岡市小学校図画工作教育研究会

中央区市民の祭り運営委員会､中央区役所

フジクロームクラブjp福岡

毎日新聞社､(財)毎日書道会

福岡市小学校図画工作教育研究会

福岡中央ロータリークラブ

太平洋美術会西日本支部絵画部

行動美術協会

福岡コビーライターズクラブ

福岡市立有田小学校

福岡県立福岡養護学校

福岡市小学校図画工作教育研究会

(ﾈ±)太平洋美術会西日本支部染織部

(a)太平洋美術会西日本支部

福岡市経済振興局観光振興課

福岡市小学校図画工作教育研究会

九州産業大学

フジクロームクラブjp福岡

(社)太平洋美術会西日本支部

フジクロームクラブjp福岡

]講座肖講演会名]ぶ]………シノニム　：・　犬‥。期日　　　　　　　　　　　　　主催者　　　ニ　　しト　▽玉丿ニココうにEにlj ｡万万　゜参加人m入



実技講座室

デッサン研修

上野の森美術館　友の会実技講座

モモチ油絵同好会

人物デッサン

モモチ油絵同好会

日洋会福岡研究会

デッサン会

デッサン研修

市美連日本画　クロッキー会

福岡二紀ムービングデッサン

モモチ油絵同好会

デッサン研修

福岡クロッキー会

モモチ油絵同好会

ラ･リベルテ113　打合会

デッサン研修

クロッキー会

人物デッサン

デッサン研修

つくば開成高校　美術品制作

福岡二紀会学習会

モモチ油絵同好会

福岡クロッキー会

人物デッサン

モモチ油絵同好会

デッサン研修

クロッキー会

｢第40回日展｣ワークショップ

｢第40回日展｣ワークショップ

デッサン研修

工芸美術

洋画･デッサン

｢第40回日展｣ワークショップ　彫刻

｢第40回日展｣ワークショップ　日本画

モモチ油絵同好会

デッサン研修

モモチ油絵同好会

｢第40回日展｣ワークショップ　書

人物デッサン

クロッキー会

創元会福岡支部第1[回絵画研究会

デッサン会

クロッキー会

人物デッサン

モモチ油絵同好会

太平洋美術会絵画部　勉強会

デッサン研修

太平洋美術会絵画部　勉強会

モモチ油絵同好会

4月1日(水)

4月4日(土)

4月5日(日)

4月8日(水)

4月12日(日)

4月15日(水)

4月18日(土)

4月19日(日)

4月22日(水)

5月6日(水)

5月10日(日)

5月12日(火)

5月13日(水)

5月17日(日)

5月20日(水)

5月24日(日)

5月27日(水)

5月28日(金)

5月31日(日)

6月3日(水)

6月10日(水)

6月14日(日)

6月17日(水)

6月21日(日)

6月21日旧)

6月23日(火)

6月24日(水)

6月26日(金)

6月28日(日)

6月28日(日)

ﾌ月1日(水)

7月5日(日)

7月5日(日)

7月7日(火)

7月8日(水)

7月15日(水)

7月19日(日)

7月26日(日)

7月29日(水)

8月1日(土)

8月2日(日)

8月26日(水)

8月27日(木)

8月30日(日)

9月2日(水)

9月6日(日)

9月9日(水)

9月13日(日)

9月16日(水)

グループ形象

上野の森美術館

小田謙二

犀川愛子

片山博詞

中村賢次

本松嶽仙

モモチ油絵同好会

デッサンＧ

モモチ油絵同好会

日洋会福岡支部

ラ･リペルテ113

グループ形象

市美連日本画

福岡二紀

モモチ油絵同好会

グループ形象

福岡クロッキー会

モモチ油絵同好会

ラ･リペルテ113

グループ形象

森信也

デッサンＧ

グループ形象

つくば開成高等学校福岡開成館

福岡二紀会

モモチ油絵同好会

福岡クロッキー会

デッサンＧ

モモチ油絵同好会

グループ形象

森信也

西日本新聞社

西日本新聞社

グループ形象

西日本新聞社

西日本新聞社

モモチ油絵同好会

グループ形象

モモチ油絵同好会

西日本新聞社

デッサンG

森信也

(ﾈ土)創元会福岡支部

ラ･リベルテ113

森信也

デッサンG

モモチ油絵同好会

太平洋美術会絵画部

グループ形象

太平洋美術会絵画部

モモチ油絵同好会



太平洋美術会絵画部　勉強会

福岡クロッキー会

人物デッサン

デッサン研修

人物デッサン

デッサン研修

｢第4回NHK福岡俳句ウォーク大会｣講演･審査

福岡クロッキー会

モモチ油絵同好会

デッサン会

｢第25回城南区市民アート展｣準備

モモチ油絵同好会

グルーポ･グルーポ

デッサン研修

デッサン会

第42回福岡市民茶会

デッサン研修

福岡二紀会学習会ムービングクロッキー

モモチ油絵同好会

人物デッサン

モモチ油絵同好会

グルーポ･グルーポ

福岡クロッキー会

デッサン研修

絵画研究会

デッサン研修

デッサン会

モモチ油絵同好会

人物デッサン

モモチ油絵同好会

福岡コピーライターズクラブ(FCC)審査会

｢日本の自然を描く展｣友の会講座

福岡クロッキー会

色紙描初め会

創元会福岡支部　第2回絵画研究会

福岡クロッキー会

モモチ油絵同好会

人物デッサン

モモチ油絵同好会

デッサン研修

ラ･リベルテ113研究会

デッサン研修

デッサン研修

人物デッサン

モモチ油絵同好会

モモチ油絵同好会

9月20日(日)

9月23日(水)

9月27日(日)

9月30日(水)

10月4日(日)

10月7日(水)

10月11日(日)

10月12日(日)

10月14日(水)

10月18日(日)

10月19日(月)

10月21日(水)

10月22日(木)

10月28日(水)

11月1日(日)

11月2日(月)

11月3日(火)

11月4日(水)

11月8日(水)

11月11日(水)

11月15日(日)

11月18日(水)

11月21日(土)

11月22日(日)

11月25日(水)

11月29日(日)

12月2日(水)

12月6日(日)

12月9日(日)

12月13日(日)

12月16日(水)

12月18日(金)

12月19日(土)

12月25日(金)

12月26日(土)

12月27日(日)

平成22年

1月9日(土)

1月10日(日)

1月11日(日)

1月13日(水)

1月17日(日)

1月19日(火)

1月20日(水)

1月24日(日)

1月27日(水)

2月3日(水)

2月7日(日)

2月10日(水)

2月16日(火)

太平洋美術会絵画部

福岡クロッキー会

デッサンＧ

グループ形象

デッサンG

グループ形象

NHK福岡放送局､NHK福岡文化ｾﾝﾀｰ､福岡県俳句協会

福岡クロッキー会

モモチ油絵同好会

ラ･リベルテ113

ふれあい城南運営委員会､福岡市城南区役所

モモチ油絵同好会

森信也

グループ形象

ラ･リペルテ113

福岡茶道文化連盟

グループ形象

福岡二紀会

モモチ油絵同好会

デッサンG

モモチ油絵同好会

森信也

福岡クロッキー会

グループ形象

(ﾈ土)創元会福岡支部

グループ形象

ラ･リベルテ113

モモチ油絵同好会

デッサンG

モモチ油絵同好会

福岡コピーライターズクラブ

上野の森美術館

福岡クロッキー会

彩舟会

(社)創元会福岡支部

福岡クロッキー会

モモチ油絵同好会

デッサンG

モモチ油絵同好会

グループ形象

ラ･リベルテ113

グループ形象

グループ形象

デッサンＧ

モモチ油絵同好会

モモチ油絵同好会



デッサン研修

福岡クロッキー会　定例会

デッサン会

デッサン研修

創元会福岡支部　第4回絵画研究会

モモチ油絵同好会

油彩のためのワンポーズデッサン

モモチ油絵同好会

デッサン研修

人物デッサン

日洋会福岡研究会

グルーポ･グルーポ

福岡クロッキー会

＼m画印刷工房
　　.___.

2月17日(水)

2月21日(日)

2月28日(日)

3月3日(水)

3月7日(日)

3月10日(水)

3月14日(日)

3月16日(火)

3月17日(水)

3月21日(日)

3月22日(月)

3月24日(水)

3月28日(日)

グループ形象

福岡クロッキー会

ラ･リペルテ113

グループ形象

(ﾈ土)iij元会福岡支部

モモチ油絵同好会

福岡二紀会

モモチ油絵同好会

グループ形象

人物デッサン

日洋会福岡支部

森信也

福岡クロッキー会

版画制作

版画制作

版画制作

版画制作

版画印刷

版画制作

版画制作

版画制作

版画制作

版画制作

版画制作

版画制作

グルーポ･グルーポ

グルーボ･グルーボ

版画制作

グルーポ･グルーポ

グルーポ･グルーポ

版画制作

版画制作

版画制作

平成21年

4月9日(木)

5月14日(木)

6月4日(木)

7月9日(木)

7月10日(金)

7月31日(金)

8月6日(木)

9月10日(木)

10月8日(木)

10月27日(火)

11月7日(土)

11月18日(水)

ｎ月28日(土)

11月29日(日)

12月2日(水)

12月6日(日)

12月19日(土)

平成22年

1月14日(木)

2月4日(木)

3月11日(木)

川法衣江

川法衣江

川法衣江

川逞衣江

鎌田恵務

久佐高子

久佐高子

久佐高子

久佐高子

久佐高子

久佐高子

久佐高子

森信也

森信也

久佐高子

森信也

森信也

久佐高子

久佐高子

久佐高子


