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平成平成平成平成 31313131 年年年年（（（（２０１２０１２０１２０１9999 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    令和令和令和令和 1111 年年年年 8888 月月月月 5555 日日日日    現在現在現在現在    

期間期間期間期間    タイトルタイトルタイトルタイトル    代表者代表者代表者代表者    

 

7 日（月）まで 休業 

8 日（火）～13 日（日） パララックス写真展 二俣博 

15 日（火）～20 日（日） 「写実・リアリズムの世界」展 三浦貴康 

22 日（火）～27 日（日） 日本画 2 人展 坂本勝弘 三矢菜穂子 

29 日（火）～2 月 3 日（日） 写真個展 廣瀬玲子 

5 日（火）～10 日（日） ビーズアクセサリー作品展 杉浦あずみ 

12 日（火）～17 日（日） 写真個展 廣瀬久雄 

19 日（火）～24 日（日） 写光会写真展 山本典義 

26 日（火）～3 月 3 日（日） ハワイアンリボンレー 清瀧早余 

5 日（火）～10 日（日） 本郷写友会写真展 岩瀬孝之 

12 日（火）～17 日（日） 写友「はばたき」写真展 山本典義 

19 日（火）～24 日（日） あい写会写真展 白井厚 

3 月 25 日（月）26 日（火）連休 

27 日（水）～31 日（日） ガーゼ服手作り展 黒木彰子 
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2 日（火）～7 日（日） ぐるっぺ洋画展 加藤茂郎 

9 日（火）～14 日（日） 絵画展 杉浦俊一 

16 日（火）～21 日（日） 金曜会絵画展 村上有一 

23 日（火）～28 日（日） 着物で作る服とバッグ はぎもと 

4 月 29 日（月）30 日（火）連休

 

5 月 1 日（水）～5 日（日） 絵画個展 栃久保操 

7 日（火）～12 日（日） 絵画個展 栃久保操 

14 日（火）～19 日（日） NHK 火曜教室写真展 山本典義 

21 日（火）～26 日（日） 手織作品展 伊丹明子 

28 日（火）～6 月 2 日（日） 無名会絵画展 川澄敏次 

4 日（火）～9 日（日） 楽々写真展 渡会幸雄 

11 日（火）～16 日（日） 日本水彩スケッチ展 小出敏行 

11 日（火）～16 日（日） 
第 2 ギャラリー 

油彩展 
山口眞奈美 

18 日（火）～23 日（日） 写真個展 曽根英臣 

25 日（火）～30 日（日） 絵画個展 太田邦男 
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2 日（火）～7 日（日） 花火写真展 中村靖彦 

9 日（火）～14 日（日） 泥々舎篆刻展 八島弘次 

16 日（火）～21 日（日） 切絵展 榊原司郎 

23 日（火）～28 日（日） バッグ展 藤田革包 

30 日（火）～8 月 4 日（日） フラッシュ写真展 二俣博 

 

6 日（火）～11 日（日） 楽彩三人展 白瀬清和  

13 日（火）～18 日（日） ひょうたん工房工芸品展 加藤伍一 

20 日（火）～25 日（日） 写真展 山田久美子 

27 日（火）～9 月 1 日（日） フレッシュ写真展 山本典義 

 

9 月 2 日（月）3 日（火）連休 

4 日（水）～8 日（日） 写真個展 安井研一 

10 日（火）～15 日（日） 写真個展 安井研一 

17 日（火）～22 日（日） 絵画展 杉浦俊一 

24 日（火）～29 日（日） 写真展 白井厚 
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1 日（火）～6 日（日） 水彩画個展 大竹良夫 

8 日（火）～13 日（日） 水彩画個展 大竹良夫 

15 日（火）～20 日（日） ビーズ展 杉浦あずみ 

10 月 21 日（月）22 日（火）連休 

23 日（水）～27 日（日） 豊友会「フォト集団 95」写真展 稲垣定行 

29 日（火）～１１月 3 日（日） 豊友会「フォト集団 95」写真展 稲垣定行 

 

5 日（火）～10 日（日） 絵画個展 太田邦男 

12 日（火）～17 日（日） ブリザーブドフラワー展 Angelique 村田彰子 

19 日（火）～24 日（日） 書展 柴本佳杏 

26 日（火）～12 月 1 日（日） ガラスとバッグ展 藤田革包 阿部優生子 

   

3 日（火）～8 日（日） 渥美窯作陶展 大島邦男 

10 日（火）～15 日（日） 絵画個展 天野みどり 

17 日（火）～22 日（日） 写真個展 山田久美子 

24 日（火）～29 日（日）   

12 月  日（ ）～令和 2 年 1 月 日（ ）   年末年始休業 

 


