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令和３年（２０２１年） 田園ギャラリー案内 令和３年９月２４日 現在 

期間 タイトル 代表者 

 

11 日（月）まで 休業 

12 日（火）～17 日（日） ぱららっくす＆とらまいか合同写真展 二俣博 

19 日（火）～24 日（日） 創作婦人服オリジナルウェアー展 長谷川智恵子 

26 日（火）～31 日（日） 児童書道展 大林千春 

2 日（火）～7 日（日） ビーズアクセサリー作品展 杉浦あずみ 

9 日（火）～14 日（日） 水彩画個展 第 1 第２ギャラリー 遠藤一子 

16 日（火）～21 日（日） 写光会写真展 山本典義 

23 日（火）～28 日（日） 手作り三人展 和飾り ポーチ アクセサリー  

3 月 1 日（月）2 日（火）連休 

3 日（水）～7 日（日） 創作アクセサリー作品展 道家麻み 

9 日（火）～14 日（日） タペストリー教室展 山下啓子 

16 日（火）～２１日（日） あい写会写真展 白井厚 

23 日（火）～28 日（日） クイリング＆フラワーキャンドル展 むーいえ ＆ YOU 

30 日（火）～4 月 4 日（日） 絵画 2 人展 谷口茂春 薫 



 

2 

6 日（火）～11 日（日） ぐるっぺ絵画展 加藤 他 3 名 

13 日（火）～18 日（日） 水彩木曜会絵画展 小出敏行 

20 日（火）～25 日（日） 着物で作る服とバッグ展 萩本みち江 元美 

26 日（月）27 日（火）連休 

28 日（水）～5 月 2 日（日） 絵画個展  栃久保操 

4 日（火）～9 日（日） 絵画個展  栃久保操 

11 日（火）～16 日（日） 第 2 回 NHK 文化センター 水彩画展  米光徹志 

18 日（火）～23 日（日） 無名会油彩画展  川澄敏次 

18 日（火）～23 日（日） 中止第 2 ギャラリー創作抱き人形とリメイクバッグ 三人展 安形あけ美 小笠原幸子 山内昭子 

25 日（火）～30 日（日） 絵画個展 杉浦孝治 

1 日（火）～6 日（日） 創作和人形展  小美野今日子 

8 日（火）～13 日（日） ひょうたんアート展 加藤吾一 

15 日（火）～20 日（日） 日本水彩スケッチ会展  大竹良夫 

22 日（火）～27 日（日） 絵画個展 太田邦男 

29 日（火）～7 月 4 日（日） 泥々舎篆刻展 八島弘次
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6 日（火）～11 日（日） 写真個展 中村靖彦 

6 日（火）～11 日（日） 第２ギャラリー 創作婦人服展  長谷川千恵子 

13 日（火）～17 日（土） 切絵展 榊原司郎 

20 日（火）～25 日（日） オリジナルバッグ製作展 藤田直也 

27 日（火）～8 月 1 日（日） ビーズアクセサリー・小物展 杉浦あずみ 他 

 

3 日（火）～8 日（日） 本郷写友会展 岩瀬孝之 

9 日（月）～16 日（月）夏休み 

17 日（火）～22 日（日） 写真展 山田久美子 

24 日（火）～29 日（日） アウトフォーカス写真展 山本典義 

30 日（月）31 日（火）連休 

 

1 日（水）～5 日（日） 写真個展 安井研一 

7 日（火）～12 日（日） 写真個展 安井研一 

14 日（火）～19 日（日） 絵画展 上田央 

21 日（火）～26 日（日） 写真展 小竹イリス 

28 日（火）～10 月 3 日（日） 水彩画木曜会 小出敏行 
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5 日（火）～10 日（日） レトロなモノでアート展 杉浦俊一 

12 日（火）～17 日（日） ＮHK 文化センター豊橋月曜カメラ教室写真展 二俣博 

12 日（火）～17 日（日） 第２ギャラリー  ビーズアクセサリー・小物展 杉浦あずみ 他 

10 月 18 日（月）19 日（火）連休 

20 日（水）～24 日（日） フォト集団９５ 写真展 奥野敏光 

26 日（火）～31 日（日） フォト集団９５ 写真展 奥野敏光 

 

11 月 2 日（火）～7 日（日） 絵画個展 太田邦男 

9 日（火）～14 日（日） プリザーブドフラワー ゆび編み展 村田彰子 渡辺 

16 日（火）～21 日（日） ガラスとバッグ展 藤田直也 阿部優生子 

23 日（火）～28 日（日） 写真個展 鈴木美枝 

30 日（火）～12 月 5 日（日） 絵画個展 山本拓也 

   

7 日（火）～12 日（日） 渥美窯陶友会作陶展 佐藤嘉弘 

14 日（火）～19 日（日） 手織作品展 畔柳サエ子 

21 日（火）～26 日（日） 写真展 山田久美子 

12 月 27 日（月）～令和 4 年 1 月 日（ ）   年末年始休業 

 


