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平成平成平成平成 30303030 年年年年（（（（２０１２０１２０１２０１8888 年年年年））））    田園田園田園田園ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー案内案内案内案内    平成平成平成平成 30303030 年年年年 7777 月月月月 23232323 日日日日現在現在現在現在    

期間 タイトル 担当者 

 

2 日（火）～7 日（日） 休業 

9 日（火）～14 日（日） パララックス写真展 二俣博 

16 日（火）～21 日（日） 新春合同絵画展 （第 1 第 2 ギャラリー） 田園 

23 日（火）～28 日（日） 絵画個展 三浦朋代 

30 日（火）～2 月 4 日（日） 写真個展「旅のスナップ」インド② 伊藤文雄 

 

6 日（火）～11 日（日） おひなさまとビーズ展 杉浦あずみ 

13 日（火）～18 日（日） 小坂井 写真教室展 山本典義 

20 日（火）～25 日（日） トンボの会 写真展 鈴木 金仙 越智 

27 日（火）～3 月 4 日（日） 絵画個展 小出敏行 

 

6 日（火）～11 日（日） 本郷写友会 写真展 岩瀬孝之 

13 日（火）～18 日（日） 美人画 その２ 三浦貴康 

20 日（火）～25 日（日） デジカメあい写会 写真展 白井厚 

27 日（火）～4 月 1 日（日） ぐるっぺ絵画展 加藤 
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3 日（火）～8 日（日） 合同写真展 （第 1 第 2 ギャラリー） 田園 

10 日（火）～15 日（日） 金曜会 絵画展 磯辺 

17 日（火）～22 日（日） 着物で作る服とバッグ はぎもと 

24 日（火）～29 日（日） 羽根井地区市民館 写真展 新村 

 

4 月 30 日（月）5 月 1 日（火）連休 

2 日（水）～6 日（日） 都築久起子 エプロンドレス展 

8 日（火）～13 日（日） 無名会 松野央 

15 日（火）～20 日（日） 切絵展 榊原司郎  

22 日（火）～27 日（日） 絵画個展（第 1 第 2 ギャラリー） 栃久保操 

29 日（火）～6 月 3 日（日） 絵画個展（第 1 第 2 ギャラリー） 栃久保操 

 

5 日（火）～10 日（日） 楽々会写真展 中村隆俊 

12 日（火）～17 日（日） 絵画個展 太田邦男 

19 日（火）～24 日（日） 日本水彩スケッチ展 吉村勢二郎 

26 日（火）～7 月 1 日（日） 泥泥舎篆刻展 八島弘次 
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3 日（火）～8 日（日） 写真 2 人展 中村靖彦 中河正紀 

10 日（火）～15 日（日） 絵画展 上田央 

17 日（火）～22 日（日） 渥美陶芸作品展 大島邦男 

24 日（火）～29 日（日） バッグ展 藤田直也 

31 日（火）～8 月 5 日（日） フラッシュ写真展 二俣博 

 

6 日（月）7 日（火）連休 

8 日（水）～12 日（日） 写真個展 伊藤文雄 

13 日（月）14 日（火）連休 

15 日（水）～19 日（日） 写真個展 安井研一 

21 日（火）～26 日（日） 写真個展 安井研一 

28 日（火）～9 月 2 日（日） 写真個展 山本典義 

 

4 日（火）～9 日（日） 絵画展 藤田時彦 

10 日（月）11 日（火）連休 

12 日（水）～16 日（日） 切絵展 ＫＩＲＩＥ kayco （中西惠子） 

18 日（火）～23 日（日） パステル創画展 三浦朋代 

25 日（火）～30 日（日） 写真展 白井厚 
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2 日（火）～7 日（日） 写真個展 鈴木美枝 

9 日（火）～14 日（日） ビーズ作品展 杉浦あずみ 

16 日（火）～21 日（日） ふくろう会 杉田公子 

２２日（月）２３日（火）連休 

24 日（水）～28 日（日） 豊友会 稲垣 

30 日（火）～１１月 4 日（日） 豊友会 稲垣 

 

6 日（火）～11 日（日） 絵画展 太田邦男 

13 日（火）～18 日（日） 絵画展 安部奈津実 

20 日（火）～25 日（日） 豊城フォト 5＋１ 写真展 佐々木哲郎 

27 日（火）～12 月 2 日（日） バッグとガラス小物展 藤田直也 阿部優生子 

   

4 日（火）～9 日（日） ちぎり絵展 松澤ヨリ子 

11 日（火）～16 日（日） 手織作品展 伊丹明子 

18 日（火）～23 日（日） 写真個展 山田久美子 

12 月 24 日（月）～平成 31 年 1 月 日（ ）   年末年始休業 

 


