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令和４年（２０２２年） 田園ギャラリー案内 令和４年７月１８日 現在 

期間 タイトル 代表者 

 

10 日（月）まで 長期休業  

11 日（火）～16 日（日） ぱららっくす＆とらまいか写真展 二俣博 

18 日（火）～23 日（日） 創作婦人服オリジナルウェア展 長谷川智恵子 

25 日（火）～30 日（日） 創作 4 人展 ガラス・タイル・陶芸・色鉛筆 小林綾乃 他 

１日（火）～6 日（日） ビーズアクセサリー作品展 杉浦あずみ 

8 日（火）～13 日（日） 創作人形 木目込人形 小美野今日子 

15 日（火）～20 日（日） 写光会写真展 山本典義 

2１日（月）２２日（火）連休 

23 日（水）～27 日（日） 創作アクセサリー 道家麻随 

1 日（火）～6 日（日） ペーパークイリング・フラワーキャンドル 牧野実花 佐久間容子 

8 日（火）～13 日（日） 絵画個展 福永慶太郎 

15 日（火）～２0 日（日） あい写会写真展 白井厚 

22 日（火）～27 日（日） 第 1・２ギャラリー 絵画個展 竹内いすず 

29 日（火）～4 月 3 日（日） 水彩画 絵画展 米光徹志 

黒木彰子 ガーゼ服手作り展は中止となりました。
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令和４年７月１８日 現在

5 日（火）～10 日（日） ぐるっぺ洋画展 加藤茂郎 

12 日（火）～17 日（日） 第 1 ギャラリー着物で作る服とバッグ はぎもと 

15 日（金）～17 日（日） 第 2 ギャラリーブリザーブドフラワー 村田彰子 

19 日（火）～24 日（日） 金曜会絵画展 磯辺和久 

25 日（月）26 日（火）連休 

27 日（水）～5 月 1 日（日） 絵画個展 栃久保操 

3 日（火）～8 日（日） 絵画個展 栃久保操 

10 日（火）～15 日（日） 絵画個展 鳥井こおじ 

17 日（火）～22 日（日） 無名会絵画展 川澄敏次 

24 日（火）～29 日（日） アクセサリー小物展 杉浦あずみ 他 

31 日（火）～6 月 5 日（日） 木曜水彩画展 小出敏行 

6 月 6 日（月）7 日（火）連休 

8 日（水）～12 日（日） 創作婦人服展 長谷川智恵子 

14 日（火）～19 日（日） 日本水彩絵画展 大竹良夫 

21 日（火）～26 日（日） 絵画個展 太田邦男 

28 日（火）～7 月 3 日（日） 泥々舎篆刻展 八島弘次 櫛田久仁子 
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令和４年９月１９日 現在

5 日（火）～10 日（日） 花火写真展 中村靖彦 

12 日（火）～17 日（日） 切絵展 榊原司郎 

19 日（火）～24 日（日） 革バッグ・ガラス細工展 藤田直也 

26 日（火）～31 日（日） 絵画個展 杉浦孝始 

 

2 日（火）～7 日（日） 本郷写友会写真展 岩瀬孝之 

１１日（木）～15 日（月）夏季休業 

16 日（火）～21 日（日） 写真個展 山田久美子 

23 日（火）～28 日（日） フレッシュ写真展 山本典義 

29 日（月）30 日（火）連休 

31 日（水）～9 月 4 日（日） 写真個展 安井研一 

 

6 日（水）～11 日（日） 写真個展 安井研一 

13 日（火）～18 日（日） 第 1 ギャラリーひょうたん作品展 加藤吾一 

13 日（火）～18 日（日） 第 2 ギャラリーひょうたん作品展 加藤吾一 

20 日（火）～25 日（日） 写真展 石川宏枝 

27 日（火）～10 月 2 日（日） 絵画個展 上野久 
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令和４年９月１９日 現在 

4 日（火）～9 日（日） ビーズアクセサリー展 杉浦あずみ 

11 日（火）～16 日（日） 写真展 二俣博 

10 月 17 日（月）18 日（火）連休 

19 日（水）～23 日（日） フォト集団 95 写真展 奥野敏光 

25 日（火）～30 日（日） フォト集団 95 写真展 奥野敏光 

 

1 日（火）～6 日（日） 絵画個展 太田邦男 

8 日（火）～13 日（日） 第１ギャラリーフラワーキャンドル展 祐羽 

8 日（火）～13 日（日） 
第 2 ギャラリー 

プリザーブドフラワーとゆびあみ 二人展 
村田彰子 

15 日（火）～20 日（日） ガラス細工とバッグ展 藤田直也 阿部優生子 

22 日（火）～27 日（日） 木曜水彩画展 小出敏行 

29 日（火）～12 月 4 日（日） 着物で作る服とバッグ はぎもと 

   

6 日（火）～11 日（日） 作陶展 大島邦男 

13 日（火）～18 日（日） 手織作品展 畔柳サエ子 

20 日（火）～25 日（日） 写真個展 山田久美子 

12 月 26 日（月）～令和 4 年 1 月 日（ ）   年末年始休業 

 


