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作宮 隆&AICO(杉田 明維子)展 〜イノリのかたち〜

嶋 恵美子展

中央区銀座1-4-6 紅雀ビル1F（並木通り）
TEL03-3564-4466 9月5日
（月）〜10日
（土）
12:00〜18:30（ 最終日16:00まで）

中央区銀座1-4-9 第一田村ビル3F
TEL03-3567-7772
9月12日
（月）〜18日
（日）
12:00〜20:00（ 最終日11:00〜15:00）

ギャラリー ミハラヤ（ Map F-2）

Oギャラリー UP･S（Map F-2）

作宮の炭造形、AICOの水彩による夫婦展
作宮 隆（昭53年商デ・東京都）
・作宮（杉田）明維子

「景」をテーマに油彩画約15点を展示
嶋 恵美子（昭61年油絵・富山県）

Primitive 2011 松村あらじん（俊男）個展

「喜寿まできました…」二人展

ギャラリー いず（Map F-3）

中央区銀座1-5-4 伊豆ビル2F
TEL03-3561-3081 9月6日
（火）〜11日
（日）
11:00〜19:00（ 最終日16:00まで）

CG＋アクリル作品30点、創作ベレー帽10点
松村あらじん（昭46年日本画・東京都・松村俊男）

ギャラリー 杉野（ Map F-3）

中央区銀座1-5-15 高橋ビル1F（並木通り）
TEL03-3561-1316 9月12日
（月）〜18日
（日）
11:00〜18:00（ 最終日17:00まで）

高田久志（パステル）西部富雄（CGイラスト）
西部 富雄（昭33年商デ・千葉県）・高田 久志（昭34年商デ・神奈川県）

「TRIO DE ART」三人展 濱田忠士・久野良一・熊野茂夫

純画廊（ Map F-4）

中央区銀座1-9-8 奥野ビル2F
TEL03-3564-8230
9月12日
（月）
〜17日
（土）
11:00〜18:00
（最終日17:00まで）

油画作品を大作含めて約10数点発表

金子 顕司（平10年油絵・12年院油絵・石川県）

小波 #01

猫

絵声 V 展

アートスペース 銀座ワン（ Map F-4）

中央区銀座1-9-8 奥野ビル202
9月12日
（月）
〜17日
（土）
12:30〜19:00
（最終日18:00まで）

銅版画による絵本の原画と、猫の陶芸作品
中村 陽子（昭53年日本画・神奈川県）

藤田由理個展「夢追い人の空想曲」

ギャラリー 銀千（ Map F-4）

ギャラリー 銀千（ Map F-4）

木のもの。加賀指物（かがさしもの）の技術で。
青木 小波（平06年工デ・石川県）

油画小作品を中心に約15点
藤田 由理（平18年油画・神奈川県）

中央区銀座1-9-8 奥野ビル203
TEL03-5524-3356
9月6日
（火）
〜11日
（日）
11:00〜19:00
（最終日16:00まで）

榊原正修・富田伸介二人展

中央区銀座1-9-8 奥野ビル203 TEL03-5524-3356
9月14日
（水）〜19日
（月・祝）
11:00〜19:00（ 最終日14:00まで）

指田隆行&えり子「緑の惑星」展

ギャラリー いず（ Map F-3）中央区銀座1-5-4 伊豆ビル2F TEL03-3561-3081

ギャラリー La Mer（ Map F-4）

ギャラリー La Mer（ Map F-4）

濱田 忠士（昭34年商デ・東京都）
・久野 良一（昭43年油絵・千葉県）
・熊野 茂夫（昭49年日本画・千葉県）

人物、風景などをモチーフに油画、日本画作品約30点

タブロー、銅版画などによる対面展示
榊原 正修（平16年油画・埼玉県）・富田 伸介（平16年油画・石川県）

植物写真とジュエリー
指田 隆行（昭51年商デ・東京都）

冨長敦也新作展

三谷紀子個展

徒然なるジュエリー達

9月13日
（火）〜18日
（日）
11:00〜19:00（ 最終日17:30まで）

ギャラリー ゴトウ（ Map F-3）

中央区銀座1-7-5 銀座中央通りビル7F
TEL03-6410-8881
9月12日
（月）
〜17日
（土）
11:30〜18:30
（最終日16:30まで）

横山 徹 彫刻展

ギャラリー ムサシ（ Map F-4）

中央区銀座1-9-1 KIビル1F
TEL03-3564-6348
8月29日
（月）〜9月3日
（土）
11:00〜18:30
（最終日16:30まで）

オープニングパーティ
9月12日
（月）17：30〜

中央区銀座1-9-8 奥野ビル205
TEL03-5250-8108 9月5日
（月）
〜10日
（土）
12:00〜19:00（ 最終日17:00まで）

ART GALLERY 石
（ Map F-4）
中央区銀座1-9-8
奥野ビル206
TEL03-3561-6565
9月12日
（月）
〜18日
（日）
12:00〜19:00
（最終日16:00まで）

中央区銀座1-9-8 奥野ビル205
TEL03-5250-8108 9月12日
（月）〜17日
（土）
12:00〜19:00（ 最終日17:00まで）

銀座 静鹿ギャラリー（ Map F-4）

中央区銀座1-9-8 奥野ビル312
TEL03-6383-2948 9月12日
（月）〜17日
（土）
11:00〜18:30（ 最終日16:00まで）

石彫を中心にアッサン
ブラージュなど20数点。
冨長 敦也（昭59年彫刻・61年院彫刻・大阪府）

石彫を中心にした個展
横山 徹（昭53年彫刻・神奈川県）

大小とりまぜ、
日本画の近作約15点
三谷 紀子（昭52年油絵・千葉県）

スティックニー順子（昭53年工芸・アメリカ バークレー）

1st

新庄憲彦「京都の風景」展

安田 薫 展

カツヤマ・シマダ 2人展

中央区銀座1-9-8 奥野ビル1F
TEL03-3535-1187 9月12日
（月）〜17日
（土）
11:30〜19:00（ 最終日16:00まで）

中央区銀座1-9-8 奥野ビル4F
TEL03-3562-1678 9月5日
（月）
〜10日
（土）
12:00〜19:00（ 最終日17:00まで）

中央区銀座1-9-8 奥野ビル4F
TEL03-3535-0522 9月8日
（木）
〜14日
（水）
11:00〜19:00（ 最終日17:00まで）

京都を中心とした風景画（水墨淡彩）
新庄 憲彦（昭44年商デ・山口県）

風景をもとに、素材を生かした平面作品
安田 薫（平06年日本画・埼玉県）

石と和紙のインスタレーション＋丸絵50点
島田 由子（昭58年日本画・千葉県）
勝山 浩一（昭58年彫刻・兵庫県）

銀座 芹川画廊（ Map F-4）

中央区銀座1-9-8 奥野ビルB1 TEL03-3535-2007
9月5日
（月）
〜10日
（土）
11:30〜18:00
（最終日16:00まで）

視覚デザイン卒の4人による展示
樺島 脩（平22年視覚・東京都）
・児嶋 啓太
（平22年視覚・東京都）
・高木 誠二（平22年視
覚・東京都）
・森 悠哉（平22年視覚・東京都）

小野画廊（ Map F-4）

△展

銀座 芹川画廊（ Map F-4） 中央区銀座1-9-8 奥野ビルB1

TEL03-3535-2007 9月12日
（月）〜17日
（土） 12:00〜18:30（ 最終日16:00まで）

4

金子顕司個展

エッ セ イ

金工・陶磁を学ぶ学生3人による展覧会！
・田垣 芳憲（金美工芸4年鋳金）
・古田 航也（金美工芸4年彫金）
近藤 俊介（金美工芸4年陶磁）

ーKANAZAWAー
EHARA GALLERY（ Map F-4）

TODAY'S CAFE

Gallery 銀座一丁目（ Map F-4）

中央区銀座1-9-8 奥野ビル4F TEL03-3535-0522
9月15日
（木）
〜20日
（火）
12:00〜19:00
（最終日17:00まで）

イラストレーション、シルバーアク
セサリー、タンブラーデザイン、ファ
ミリーで心地よい空間を提供します。
戸田 伸二（昭53年商デ・神奈川県）
・戸田
・戸田 俊作
万里子（昭53年商デ・神奈川県）

銀にカーブと石の魅力を込めたジュエリー達

Gallery 銀座一丁目（ Map F-4）

Object=Face 涌水清 似顔絵展

ギャラリー 403（Map F-4）

中央区銀座1-9-8 奥野ビル403
TEL03-3535-5733
9月12日
（月）
〜17日
（土）
12:00〜19:00
（最終日17:00まで）

週刊朝日「山藤章二の似顔絵塾」掲載70点他
涌水 清（昭40年商デ・東京都）

※展覧会および出品者情報は2011年5月20日現在のものです。展覧会および出品者は変更になることがあります。
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日々と悩みとその裏返し

ギャラリー 松林（Map F-4）

中央区銀座1-9-8 奥野ビル505
TEL080-3453-2386 9月12日
（月）〜17日
（土）
12:00〜19:00（ 最終日17:00まで）

藤岡美知子 舞台衣装展「ballad」

PLATFORM STUDIO（Map F-4）

中央区銀座1-9-8 奥野ビル515
9月12日
（月）
〜17日
（土）
12:00〜19:00
（最終日17:00まで）

白水悠一郎展

ギャラリー 枝香庵（ Map D-3）

中央区銀座3-3-12 銀座ビルディング8F
TEL050-3452-8627
9月1日
（木）
〜10日
（土）
11:30〜19:00
（最終日17:00まで）

山本冬彦コレクション展
（金沢美大卒業生作品）
ギャラリー 枝香庵（ Map D-3）

中央区銀座3-3-12 銀座ビルディング8F
TEL050-3452-8627 9月1日
（木）〜10日
（土）
11:30〜19:00（ 最終日17:00まで）
オープニング
パーティ
9月3日
（土）
18：00〜

オープニングパーティ
9月3日
（土）18：00〜

平面（絵画）作品を2、3点
増谷 幸恵（平16年油画・18年院油画・群馬県）

2011年海老と

Gallery Q（Map F-4）

中央区銀座1-14-12 楠本第17ビル3F
TEL03-3535-2524
9月12日
（月）
〜17日
（土）
11:00〜19:00
（最終日17:00まで）

織物、染物、焼物
などの模様あそび
粟津 尚子（昭42年油絵・奈良県）

ダンスのためのコス
チュームとデザイン画
藤岡美知子（昭51年工芸・東京都）

「ネコにおしえてもらったこと」
─絵本作家とりごえまりと猫好き画家たちによる展覧会─
バートック ギャラリー（Map G-5）

中央区銀座1-18-2 銀座大平ビル1F
TEL03-3567-0005
9月4日
（日）
〜10日
（土）
11:30〜18:15
（最終日17:00まで）

絵本原画・小品数点＋約20名の若手作家による展示

とりごえまり（昭63年商デ・神奈川県・谷口麻里）ほか

イラストレーション イラストレーション イラストレーション 展
零∞（ゼロハチ）
（ Map E-2） 中央区銀座2-2-18 西欧ビル8F

TEL080-1280-6337 9月8日
（木）〜18日
（日） 11:00〜19:00（ 最終日16:00まで）

3人それぞれのイラストレーション

l 平13年視覚・神奈川県 ）
・糸乗健太郎（平13年視覚・神奈川県）
・谷口 昇司（平13年視覚・大阪府）
糸乗 明子（Marcie・
まん だ

ら

ぎ き

たぼ はしじゅん て ん

曼陀羅戯機 田保橋淳展

Map E-3）
ギンザ ギャラリーハウス1、2階 （

中央区銀座2-5-2 TEL090-3572-8800
9月12日
（月）
〜17日
（土）
11:00〜19:00
（最終日17:00まで）

日本画による小作品展
白水悠一郎（平19年日本画・21年院日本画・東京都）

油彩、彫刻、日本画など、山本冬彦コレクションから開光市・冨長敦也・平田達
哉・岡倉聡宏・古澤洋子・原崇浩・児島新太郎・山下和子・岩田壮平作品を展示。

辻 優子展

棚瀬修次個展

ギャラリー 枝香庵（ Map D-3）

中央区銀座3-3-12 銀座ビルディング8F
TEL050-3452-8627
9月12日
（月）
〜19日
（月・祝）
11:30〜19:00
（最終日17:00まで）

森 勝資作陶展

ギャラリー・銀座マッシュー（ Map E-4）
中央区銀座2-9-16 サウンドバレービル3F
TEL03-3564-5300 9月14日
（水）〜19日
（月・祝）
12:00〜19:00（ 最終日17:00まで）

中央区銀座3-5-6 井上商会ビル3F（松屋前）
TEL03-3562-1911 9月5日
（月）〜10日
（土）
11:00〜19:00（初日13：00〜・最終日18:00まで）

オープニング
パーティ
9月12日
（月）
18：00〜

赤絵を中心とした九谷焼作品約120点
辻 優子（昭59年工芸・山梨県）

宇宙空間シリーズの作品、百号中心約25点
棚瀬 修次（昭35年油絵・千葉県）

五味祥子・油彩展

森岡希世子個展

銀座 井上画廊（ Map E-3）

中央区銀座3-5-6 井上商会ビル3F（松屋前）
TEL03-3562-1911 9月12日
（月）〜17日
（土）
11:00〜19:00
（最終日18:00まで）

“羽化する人”をテーマにした大作と小品
五味 祥子（昭49年油絵・石川県）

Map E-3）
松屋銀座 7F 遊びのギャラリー （
中央区銀座3-6-1 松屋銀座7F TEL03-3567-1211（大代表）
8月31日
（水）〜9月5日
（月）
10:00〜20:00（ 最終日18:30まで）

九谷焼透光性（とうこうせい）磁土を素材とした作品展
森岡希世子（平18年伝統工芸聴講生・石川県）

ーdoublesー 佐藤俊介X石崎誠和 日本画展

小龍ノ会＜日本画18人展＞

中央区銀座2-6-5 藤屋ビル2F
TEL03-3564-1361 9月6日
（火）〜11日
（日）
11:00〜18:30（ 最終日17:00まで）

TEL03-3567-1211（ 大代表）
8月31日
（水）〜9月6日
（火） 10:00〜20:00（ 最終日16:00まで）
小立野の学舎から昇りゆく“小龍”達の作品群

藤屋画廊（ Map E-3）

松屋銀座 7F 美術画廊（ Map E-3） 中央区銀座3-6-1 松屋銀座7F

土屋 禮一（金沢美大日本画客員教授）
中村 徹（昭51年日本画・埼玉県）
松崎 十朗（昭58年日本画・60年院日本画・東京都）
中村 賢次（昭61年日本画・63年院日本画・熊本県）
長谷川喜久（昭61年日本画・63年院日本画・岐阜県）
中出 信昭（昭62年日本画・平01年院日本画・滋賀県）
佐藤 俊介（平02年日本画・04年院日本画・石川県）
府坡 綾子（平02年日本画・04年院日本画・石川県）
古澤 洋子（平03年日本画・05年院日本画・石川県）
安田 薫（平06年日本画・埼玉県）
石崎 誠和（平11年日本画・13年院日本画・佐賀県）
岩田 壮平（平12年日本画・14年院日本画・東京都）
松永 敏（平13年日本画・15年院日本画・石川県）
松村 公太（平13年日本画・東京都）
遠藤 誠明（平17年日本画・19年院日本画・埼玉県）
たなかなみこ（平17年日本画・19年院日本画・東京都）
小島 香（平18年日本画・東京都）
白水悠一郎（平19年日本画・21年院日本画・東京都）

オープニングパーティ
9月12日
（月）16：00〜

CGによる曼陀羅新作
B全版 約40点展示
田保橋 淳（昭28年油絵・神奈川県）

銀座 井上画廊（ Map E-3）

佐藤俊介と石崎誠和による日本画新作展
佐藤 俊介（平02年日本画・04年院日本画・石川県）・石崎 誠和（平11年日本画・13年院日本画・佐賀県）

第15回 秋田雄峰 墨彩画&モノタイプ展

アートギャラリー 銀座（ Map E-5）

中央区銀座2-11-4 富善ビル1F
TEL03-3545-1139
9月11日
（日）
〜17日
（土）
11:00〜19:00
（最終日17:00まで）

ギャラリートーク『山本冬彦(コレクター)×古澤洋子(日本画家)』
9月3日(土) 14:00〜 展覧会会場にて定員約40名※無料

色化粧土で文様を描く創作陶芸約50点
森 勝資（昭53年工芸・東京都）

墨彩画古き良き物新しい物へのチャレンジ約38点
秋田 雄峰（昭40年彫刻・愛知県）

富山有志の会展

ミレージャギャラリー（ Map E-4） 中央区銀座2-10-5 オオイビル4F
TEL03-6303-8844

6

9月14日
（水）〜19日
（月・祝） 11:00〜19:00（ 最終日16:00まで）
日本画、油絵、漆工作品、約35点の作品展示。
柳田 邦男（昭51年油絵・富山県）
齊藤 晴之（昭54年工芸・富山県）
荒井 洋子（昭58年油絵・富山県）
太田 広信（昭60年油絵・平02年院油絵・富山県）
廣川真紀子（平01年油絵・富山県）
宮原 和香（平03年日本画・富山県）
池田佐知子（平07年油絵・富山県）
山本 淳（平09年油絵・11年院油絵・富山県）
大西 佑治（平16年油画・18年院油画・富山県）

石川県出身、“アートソムリエ”として活動されている山本冬彦さんを招き、
当展覧会出品作家 古澤洋子との対談を交えてのトークショーを開催。

川畑 太 展

杉浦美代子個展 翔馬

中央区銀座3-7-20 銀座日本料理会館2F
TEL03-5159-7402
9月8日
（木）
〜17日
（土）
日曜休廊
10:30〜18:30

中央区銀座3-11-16 日向野ビル1F TEL03-3541-4505
9月7日
（水）〜14日
（水）
12:00〜19:00（ 最終日17:00まで）

Map E-4）
ギャラリー アート もりもと （

風をテーマにした女性像を中心に12点。

川畑 太（昭62年油絵・平01年院油絵・奈良県）

創画廊（Map E-5）

クロージング
パーティ
9月14日
（水）
17：00〜19：00

油画小作品約15点
杉浦美代子（昭51年油絵・東京都）

※展覧会および出品者情報は2011年5月20日現在のものです。展覧会および出品者は変更になることがあります。
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彫刻11人展

オープニングパーティ 9月4日
（日）17：00〜

彫刻による11人の世界展

ギャラリー 青羅（ Map E-4）

中央区銀座3-10-19 美術家会館1F
中井 由純（昭36年彫刻・和歌山県）
TEL03-3542-3473 9月4日
（日）〜10日
（土）杉本準一郎（昭46年彫刻・愛知県）
1 1 : 0 0 〜 1 9 : 0 0（ 最 終日1 7:00まで）
奥村 美嗣（昭47年彫刻・石川県）

槙 渉（昭47年彫刻・茨城県）
川崎 文雄（昭53年彫刻・神奈川県）
坂井 達省（昭53年彫刻・長野県）
横山 徹（昭53年彫刻・神奈川県）
織田 啓介（昭55年彫刻・57年院彫刻・静岡県）
長谷川喜男（昭55年彫刻・滋賀県）
池上 奨（昭57年彫刻・59年院彫刻・石川県）
堤 一彦（昭58年彫刻・神奈川県）

長島伸夫ねこ作品展

四宮敏行展

ギャラリー おかりや（Map D-3）

ギャラリー オカベ（Map D-3）

中央区銀座4-3-5 銀座AHビルB2F
TEL03-3535-5321
9月14日
（水）
〜19日
（月・祝）
11:00〜19:00
（最終日17:00まで）

中央区銀座4-4-5 TEL03-3561-1740
9月12日
（月）
〜17日
（土）
11:00〜18:30
（最終日17:00まで）

文藝春秋画廊 ザ・セラー（Map C-3）

中央区銀座5-5-12 文藝春秋別館ビルB1
TEL03-3571-3473
9月5日
（月）
〜10日
（土）
11:00〜19:00
（最終日17:00まで）

大小約40点、
木版画の個展
佐野 隆美（昭43年商デ・東京都）

Powel（
l パ ウ エ ル ）2011

児林素樹個展

銀座 柴山画廊（ Map D-4）
中央区銀座5-8-3 柴山銀座ビル2F
TEL03-3571-2125
9月14日
（水）
〜19日
（月・祝）
11:00〜19:00
（最終日17:00まで）

油彩とアクリルによる心象風景画を展示
児林 素樹（昭36年油絵・兵庫県）
オープニングパーティ 9月2日
（金）15：00〜

銀座アートスペース（ Map C-2）中央区銀座6-3-2 ギャラリーセンタービル4F

TEL03-3573-1271

9月2日
（金）〜8日
（木） 11:00〜18:30（ 最終日17:00まで）

テラコッタ、油絵など
ねこ作品約80点
長島 伸夫（昭25年陶磁・愛知県）

小品〜100号の油画15点
四宮 敏行（昭50年油絵・愛知県）

絵画、立体、銅版画、写真による5人展
石田 賢礼（昭47年油絵・東京都）
・北村 隆志（昭42年商デ・千葉県）
・谷山 育（昭47年油絵・大阪府）ほか

クニト個展

名雪園代 漆展

〜
〜
横山ファミリー展〜5Winds〜
〜
〜

中央区銀座4-4-13 琉映ビル4F
TEL03-3561-9177 9月12日
（月）〜17日
（土）
12:00〜19:00（ 最終日17:00まで）

中央区銀座4-13-18 医療ビル2F
TEL03-3542-8626
9月4日
（日）〜10日
（土）
11:00〜19:00（初日13:00〜・最終日17:00まで）

中央区銀座6-3-2 ギャラリーセンタービル4F TEL03-3573-1271
9月9日
（金）〜12日
（月）
11:00〜18:30（ 最終日17:00まで）

Gallery-58（ Map D-3）

宇宙に初めて行った犬、ライカ犬の物語。
クニト（平17年工芸・19年院工芸・奈良県・青木邦仁）

桜窯 陶磁二人展 藤原正夫・喜一郎

銀座煉瓦画廊（Map D-6）

銀座煉瓦画廊（Map D-6）

そよ風をテーマの 大きなモビールと油画、イラスト画
横山 英俊（昭47年工デ・東京都）・横山美知子・横山 恵

中西 和の世界展

祈り─自然との共生 二川和之展

中央区銀座5-3-12 壹番館ビルディング3F
TEL03-3573-3313
9月10日
（土）
〜24日
（土）
日曜・祝日休廊
11:00〜19:00

中央区銀座6-4-16 TEL03-5568-7300
9月1日
（木）
〜19日
（月・祝）
火曜休廊
11:00〜19:00

洗い出しという独自の技法で丹念に
描く静謐な世界。新作35点を展覧
中西 和（昭47年油絵・東京都）

つくば市の陶房桜窯の陶器・磁器の二人展
藤原喜一郎（平13年工芸・茨城県）
・藤原 正夫

秋に集う─工芸科の仲間達展
AC, GALLERY（ Map C-3）

中央区銀座5-5-9 阿部ビル4F
TEL03-3573-3676
9月12日
（月）〜17日
（土）
11:00〜19:00（ 最終日17:00まで）

銀座アートスペース（ Map C-2）

樹皮などを用いた漆による造形表現
名雪 園代（平09年工芸・石川県）

ギャラリー 桜の木（Map C-2）

中央区銀座4-13-18 医療ビル2F
TEL03-3542-8626
9月12日
（月）
〜17日
（土）
11:00〜19:00
（最終日17:00まで）

H20年に亡くなった松下喜秋君（S50年卒）の作品を
囲んで、工芸科の仲間達が最近作を展示します。

相川 繁隆（昭51年工芸・富山県）
五十畑達也（昭48年工芸・東京都）
大木 幹元（昭48年工芸・静岡県）
岡本 昌子（昭50年工芸・東京都）
押田 美枝（昭52年工芸・石川県）
片岸 智子（昭51年工芸・富山県）
関 源司（金沢美大工芸元教授・石川県）
関 里繪子（金沢美大工芸元教授・石川県）
高田美代子（昭50年工芸・石川県）
槻間 秀人（昭53年工芸・富山県）
寺田 勝彦（昭50年工芸・広島県）
徳田 明美（昭53年工芸・石川県）
内藤 忠治（昭50年工芸・神奈川県）
松谷 恭子（昭51年工芸・滋賀県）
林 泰史（平06年工芸・08年院工芸・石川県）
平木三重子（昭52年工芸・石川県）
平戸 香菜（平18年工芸・20年院工芸・富山県）
松木 光治（昭50年工芸・埼玉県）
松下 喜秋（昭50年工芸・故人）
宮 伸穂（昭50年工芸・岩手県）
宮 文子（昭50年工芸・石川県）
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佐野隆美 木版画展

山口幹也 仏像彫刻展

ギャラリー 悠玄（2F）
（Map C-1）

中央区銀座6-3-17 悠玄ビル 2F
TEL03-3572-2526
9月18日
（日）
〜24日
（土）
11:00〜19:00
（最終日17:00まで）

木彫による仏像彫刻、
レリーフの展示
山口 幹也（平09年彫刻・11年院彫刻・東京都）

村田省藏個展

Map C-2）
ART GALLERY TENSHIN （

ギャラリー 一枚の繪（ Map C-2）

屋久島の原生林を題材に日本画で10数点
二川 和之（昭51年日本画・東京都）

日本の風景と花をモチーフに油彩約25点。
村田 省藏（昭25年油絵・神奈川県）

羽場文彦展

的場光晴展

GALERIE SOL（ Map C-4）

中央区銀座6-10-10 第2蒲田ビルB1
TEL03-5537-6960
9月12日
（月）
〜17日
（土）
11:00〜19:00
（最終日17:00まで）

陶（やきもの）
を主な素材とした立体造形。
羽場 文彦（平08年工芸・10年院工芸・石川県）

吉田絹代の絣展

中央区銀座6-6-1 凮月堂ビル3F
TEL03-3575-0123 9月9日
（金）〜19日
（月・祝）
11:00〜19:00（日曜・最終日17:00まで）

GALERIE SOL（ Map C-4）

中央区銀座6-10-10 第2蒲田ビルB1F
TEL03-5537-6960
（月・祝）
9月19日
〜24日
（土）
11:00〜19:00
（最終日17:00まで）

立体作品展
的場 光晴（平12年彫刻・千葉県）

坂井孝正個展

ギャルリー 志門（ Map C-4）

ギャルリー 志門（ Map C-4）

綿麻のシンプルな絵絣タペストリー
吉田 絹代（昭54年商デ・東京都）

パリ風景水彩、カフェ、セーヌ河岸、人、町
坂井 孝正（昭42年油絵・大阪府）

中央区銀座6-13-7 新保ビル3F TEL03-3541-2511
9月12日
（月）〜17日
（土）
11:00〜19:00（ 最終日17:00まで）

中央区銀座6-13-7 新保ビル3F TEL03-3541-2511
9月19日
（月・祝）〜25日
（日）
11:00〜19:00（ 最終日17:00まで）

※展覧会および出品者情報は2011年5月20日現在のものです。展覧会および出品者は変更になることがあります。
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釣谷幸輝・名嶋憲児二人展

オイル96

ギャラリー 惣（ Map B-4）

画廊 るたん（Map C-4）

中央区銀座6-13-7 新保ビル2F
TEL03-3541-0522
9月5日
（月）〜10日
（土）
11:00〜19:00
（最終日17:00まで）

中央区銀座7-11-6 徳島新聞ビル3F TEL03-6228-5507
9月6日
（火）〜16日
（金） 日曜休廊
11:00〜18:30
（最終日16:30まで）

油彩・アクリル・フレスコ画など約20点を展示
・大泉 佳広（平08年油絵・10年院油絵・宮崎県）
岩崎 純（平08年油絵・10年院油絵・愛知県）
・森田 靖久（平08年油絵・愛知県）
三好 信康（平08年油絵・愛知県）

木谷安憲展

─空の色・街の色─ 山内比呂子展

ガレリア・グラフィカ bis（Map C-4）

中央区銀座6-13-4 銀座S2ビル1F
TEL03-5550-1335
9月12日
（月）
〜24日
（土）
日曜・祝日休廊
11:00〜19:00
（最終日17:00まで）

画廊 るたん（Map C-4）

グループ展 happy box
画廊 宮 坂（ Map B-4）

パリをモチーフにした半抽象画約20点
山内 比呂子（昭41年油絵・大阪府）

今西 恵子（昭53年商デ・石川県）
小倉 康裕（昭53年商デ・東京都）
新谷真由美（昭54年商デ・東京都）
中村 肇（昭53年商デ・神奈川県）
三浦 宏幸（昭53年商デ・東京都）
森本 清明（昭53年商デ・神奈川県）

中央区銀座6-13-7 新保ビル2F
TEL03-3541-0522
9月12日
（月）
〜17日
（土）
11:00〜19:00
（最終日17:00まで）

郷愁やロマンが漂う
人物を中心とした油彩画
木谷 安憲（昭61年油絵・埼玉県）

徳田悦男個展「無邪気な子供達」

本多厚二個展「空中オルゴオル」

薔薇画廊（Map B-2）

ギャラリー スペース Q（Map B-2）

中央区銀座7-2-4 松尾ビル2F
TEL03-3573-0783
9月12日
（月）
〜17日
（土）
11:00〜18:30
（最終日17:00まで）

中央区銀座7-3-6 銀座ウエストビル2F
TEL03-3572-4550
9月12日
（月）
〜17日
（土）
12:00〜19:00
（最終日17:00まで）

コラージュで表現した
小品約15点
徳田 悦男（昭45年工デ・東京都）

立体作品と
ドローイング
本多 厚二（昭60年彫刻・東京都）

欅の仲間14人展

銀座幸伸ギャラリー（ Map B-3）

中央区銀座7-7-1 幸伸ビル2F
TEL03-3572-3888 9月5日
（月）〜11日
（日）
11:00〜19:00（ 最終日17:00まで）

オープニングパーティ 9月5日
（月）17：00〜19:00

油彩、日本画、パステル、版画など14点
岩峪 賢次（昭37年油絵・和歌山県）
浦尾智絵子（昭37年油絵・茨城県）
桜井 徳喜（昭37年油絵・山形県）
野中未知子（昭37年油絵・石川県）
徳永 幸子（昭37年油絵・兵庫県）
徳永 卓磨（昭37年油絵・兵庫県）
長谷川 清（昭37年油絵・石川県）

石井明光個展

新井画廊（Map B-4）

中央区銀座7-10-8 第5太陽ビル1F
TEL03-3574-6771
9月6日
（火）
〜11日
（日）
11:00〜19:00
（最終日16:00まで）

木版画による絵本『けんきゅうたのし』の発表
釣谷 幸輝（平02年油絵・04年院油絵・富山県）ほか

林 俊六（昭37年油絵・石川県）
日隈 正剛（昭37年油絵・愛知県）
細坪 宗利（楢 喜八・昭37年油絵・東京都）
本多精之輔（昭37年日本画・東京都）
益田 雅美（昭37年油絵・栃木県）
山本 国雄（昭37年油絵・北海道）
渡辺久仁子（昭37年日本画・愛知県）

十一月画廊（ Map B-4）

中央区銀座7-11-11 長谷川ビル3F TEL03-3289-8880
9月12日
（月）〜18日
（日）
12:00〜20:00（ 土曜・日曜17:00まで）

銅版画とリトグラフ約20点
渡辺 孝子（昭40年商デ・神奈川県）
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中央区銀座7-12-5 銀星ビル4F
TEL03-3546-0343
9月12日
（月）〜17日
（土）
11:00〜18:00（ 最終日17:00まで）
happyをテーマにバラエティある楽しい作品たち

金沢美大OBによる
パッケージデザイン展

パッケージデザイン全般

安田 勝彦（昭37年商デ・神奈川県）
村 禎介（昭38年商デ・東京都）
中央区銀座8-110 高速道路ビル（銀座コリドー街） 村 武史（昭41年工デ・東京都）
TEL03-3571-5170
古川 彰俊（昭49年商デ・東京都）
9月6日
（火）〜11日
（日）
三谷 豊（昭51年商デ・千葉県）
11:00〜18:30（ 最終日15:30まで）
小泉 芳則（昭53年商デ・東京都）
作宮 隆（昭53年商デ・東京都）
大弥 和裕（昭56年商デ・神奈川県）
永井 満（昭56年商デ・東京都）
前田 英樹（昭61年商デ・東京都）
阿字地睦（平01年商デ・東京都）
南部 圭一（平01年商デ・大阪府）
福井 崇人（平02年商デ・東京都）
石浦 弘幸（平03年商デ・神奈川県）
畝野 裕司（平03年商デ・05年院視覚・石川県）
葭田 護（平03年商デ・石川県）
森田きよの（平04年商デ・千葉県）
竹内 清高（平05年商デ・東京都）
西尾 美紀（平06年商デ・石川県）
宮崎 昭秀（平06年商デ・石川県）
上森 功規（平08年商デ・大阪府）
西本千奈美（平12年視覚・東京都）
市野 護（平17年視覚・大阪府）
榎本 亮祐（平21年視覚・千葉県）
竹村有希子（平21年視覚・東京都）
津田 真希（平22年視覚・大阪府）

銀座アートホール 2F（ Map B-1）

安田 淳展 〜もうひとつの現実〜

金沢美大銀座サテライトギャラリー

中央区銀座7-10-8 TEL03-3572-7971
9月12日
（月）〜17日
（土）
11:00〜19:00（ 最終日17:00まで）

中央区銀座8-110 高速道路ビル（銀座コリドー街）
TEL03-3571-5170
9月13日
（火）
〜18日
（日）
11:00〜18:30
（最終日16:00まで）

シロタ画廊（Map B-4）

わたなべ孝子 版画展

銀座アートホール 2F（Map B-1）

板坂 健 彫刻展

銀座アートホール 1F（Map B-1）

中央区銀座8-110 高速道路ビル（銀座コリドー街）
TEL03-3571-5170
9月20日
（火）
〜25日
（日）
11:00〜18:30
（最終日16:00まで）

オープニングパーティ
9月6日
（月）17：30〜

素敵な人生…画廊
は私のテーマパーク！
石井 明光（昭48年彫刻・静岡県）

「もうひとつの現実シリーズ」
（ 油彩画）
安田 淳（昭59年油絵・石川県）

「kanabi/kokuga/kunugi」展
櫟（くぬぎ）画廊（ Map B-4）

中央区銀座7-10-12 TEL03-3571-0347
第1期：9月5日
（月）〜10日
（土）
第2期：9月12日
（月）〜17日
（土）
11:00〜19:00（ 最終日17:30まで）
金美出身の国画会絵画部会員・準会員12名による展覧会
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第1期
第2期
堤 建二（平06年院油画・兵庫県）
麻田 征弥（平12年油画・14年院油画・大阪府）
中野 和典（昭50年油絵・大阪府）
大森 啓（平01年油絵・03年院油絵・滋賀県）
前田 昌彦（昭51年油絵・石川県）
北本 真隆（平15年油画・17年院油画・石川県）
森田 靖久（平08年油絵・愛知県）
長谷川宏美（平03年油絵・05年院油絵・滋賀県）
（昭61年油絵・石川県）
横江 昌人（平03年油絵・05年院油絵・石川県） ヒラキムツミ
和崎 正美（平04年油絵・島根県）
本田 正史（昭63年油絵・平02年院油絵・石川県）

美大が関わってきた
社会連携業務を中心に展示予定

“古きものの形”をテーマとした石・木彫による発表
板坂 健（昭48年彫刻・神奈川県）

Mask art 舘 成樹 創作仮面展

DESIGN ＋ 國本桂史

STAGE銀座（ Map A-2）
中央区銀座8-5 銀座ナイン1号館1F
TEL03-3572-6495 9月12日
（月）〜17日
（土）
11:00〜19:00（ 最終日17:00まで）

デザイン

プラス クニモトカツシ

ギャラリー ナミキ（Map A-2）

中央区銀座8-5-10 並木ビル1F
TEL03-6228-5344
（会期中のみ）
9月10日
（土）〜14日
（水）
11:00〜19:00
（最終日17:00まで）
オープニングパーティ
9月10日
（土）17：00〜

ペーパークラフト原型による創作仮面約30点
舘 成樹（昭46年彫刻・東京都）

プロダクト＋バイオ
メディカルデザイン展示
國本 桂史（昭54年工デ・愛知県）

※展覧会および出品者情報は2011年5月20日現在のものです。展覧会および出品者は変更になることがあります。
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合同企画展 わart展 東京
銀座アートホール 1F（ Map B-1）

中央区銀座8-110 高速道路ビル（銀座コリドー街）
TEL03-3571-5170
9月6日
（火）〜18日
（日）※会期中無休
11:00〜18:30（ 最終日16:00まで）

【OB】
田保橋 淳（昭28年油絵・神奈川県）
佐野はる乃（昭33年商デ・東京都）
西部 富雄（昭33年商デ・千葉県）
志奈 幹雄（昭34年日本画・石川県）
重原 保男（昭34年商デ・東京都）
高田 久志（昭34年商デ・神奈川県）
吉田 晨祐（昭34年商デ・東京都）
清水 吉治（昭34年工デ・埼玉県）
棚瀬 修次（昭35年油絵・千葉県）
松田 靖夫（昭35年商デ・大阪府）
谷口 修平（昭35年工デ・神奈川県）
石澤 將也（昭36年油絵・埼玉県）
児林 素樹（昭36年油絵・兵庫県）
小田桐 昭（昭36年商デ・東京都）
上坂
且（昭36年工デ・千葉県）
徳永 幸子（昭37年油絵・兵庫県）
室谷 行雄（昭37年商デ・東京都）
安田 勝彦（昭37年商デ・神奈川県）
小森 茂雄（昭37年工デ・東京都）
酒井 和平（昭37年工デ・石川県）
加賀谷福子（昭38年油絵・大阪府）
前
史雄（昭38年日本画・石川県）
村
禎介（昭38年商デ・東京都）
藤村 盛造（昭38年工デ・千葉県）
高瀬のぶえ（昭39年油絵・東京都）
鹿島 照代（昭39年商デ・東京都）
十倉 宗晴（昭39年商デ・神奈川県）
喜多 謙一（昭39年工デ・神奈川県）
坪根 公司（昭40年油絵・福岡県）
高瀬 昭男（昭40年彫刻・東京都）
国枝 英男（昭40年商デ・岐阜県）
渡辺 孝子（昭40年商デ・神奈川県）
渡辺 洋三（昭40年商デ・神奈川県）
菊地 静子（昭40年工デ・埼玉県）
紺藤 建夫（昭40年工デ・京都府）
祐泉
隆（昭42年商デ・東京都）
大場 久子（昭43年油絵・石川県）
久野 良一（昭43年油絵・千葉県）
大場 吉美（昭43年商デ・石川県）
佐野 隆美（昭43年商デ・東京都）
広瀬 靖久（昭43年商デ・石川県）
久世 建二（昭43年工デ・石川県）
清水 幹雄（昭43年工デ・東京都）
新庄 憲彦（昭44年商デ・山口県）
西村 知弘（昭44年工デ・岐阜県）
金田 裕子（昭44年工芸・東京都）
亀田 泰久（昭45年工デ・東京都）
玉田 健二（昭45年工デ・埼玉県）
保谷 成樹（昭45年工デ・千葉県）
松村あらじん（昭46年日本画・東京都）
舘
成樹（昭46年彫刻・東京都）
加藤 高茂（昭46年工デ・愛知県）
北村三恵子（昭46年工デ・京都府）
櫻木
清（昭46年工デ・神奈川県）
中川
衛（昭46年工デ・石川県）
福谷 好文（昭46年工デ・茨城県）
片桐 敏雄（昭47年商デ・埼玉県）
圓角 秀世（昭47年工デ・東京都）
横山 英俊（昭47年工デ・東京都）
山本
隆（昭48年日本画・京都府）
石井 明光（昭48年彫刻・静岡県）
池上 正人（昭48年商デ・東京都）
嶋田 寛行（昭48年商デ・千葉県）
戸部 義盛（昭50年彫刻・千葉県）
伊藤
満（昭50年商デ・山梨県）
木田 裕美（昭50年商デ・奈良県）
瀬古 圭治（昭50年商デ・愛知県）
羽場 裕文（昭50年商デ・埼玉県）
東
郁子（昭50年商デ・東京都）
日高 裕子（昭50年商デ・石川県）
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根之木英二（昭50年商デ・大分県）
杉浦美代子（昭51年油絵・東京都）
前田 昌彦（昭51年油絵・石川県）
浅田 恵子（昭51年商デ・石川県）
池田 博範（昭51年商デ・神奈川県）
川崎 哲夫（昭51年商デ・神奈川県）
黒澤 淳一（昭51年商デ・東京都）
小泉
卓（昭51年商デ・千葉県）
指田 隆行（昭51年商デ・東京都）
嶋
唯之（昭51年商デ・東京都）
三谷
豊（昭51年商デ・千葉県）
作田 和秋（昭51年工デ・神奈川県）
渋谷
寿（昭51年工デ・愛知県）
竹綱 章浩（昭51年工デ・大阪府）
棒田 和義（昭51年工デ・石川県）
藤岡美知子（昭51年工芸・東京都）
旭
義信（昭52年油絵・東京都）
斉藤 和子（昭52年油絵・神奈川県）
三谷 紀子（昭52年油絵・千葉県）
越野
進（昭52年工デ・埼玉県）
棒田 邦夫（昭52年工デ・石川県）
山下 明美（昭52年商デ・56年院視覚・岡山県）
中村 陽子（昭53年日本画・神奈川県）
黒柳 弘行（昭53年油絵・愛知県）
川崎 文雄（昭53年彫刻・神奈川県）
坂井 達省（昭53年彫刻・長野県）
横山
徹（昭53年彫刻・神奈川県）
小倉 康裕（昭53年商デ・東京都）
作宮
隆（昭53年商デ・東京都）
戸田 伸二（昭53年商デ・神奈川県）
中村
肇（昭53年商デ・神奈川県）
三浦 宏幸（昭53年商デ・東京都）
中村
正（昭53年工デ・東京都）
七尾るみ子（昭54年油絵・石川県）
吉田
昇（昭54年彫刻・群馬県）
白川 郁栄（昭54年商デ・石川県）
杉木 伸通（昭54年商デ・東京都）
高崎 洋子（昭54年商デ・東京都）
内堀 法孝（昭54年工デ・長野県）
高橋 雅之（昭55年商デ・東京都）
武田 雅彦（昭55年商デ・東京都）
本谷 道子（昭55年商デ・群馬県）
宮原 康展（昭55年商デ・東京都）
奥山 哲三（昭56年油絵・北海道）
大釈 慎一（昭56年商デ・神奈川県）
大釈 寿子（昭56年商デ・神奈川県）
本田 京子（昭56年商デ・神奈川県）
浅野
隆（昭56年工デ・石川県）
飯尾
豊（昭56年工デ・石川県）
金谷 正和（昭56年工デ・東京都）
捧
剛太（昭56年工デ・58年院製品・長野県）
吉田 信敏（昭56年工デ・千葉県）
永井 淑美（昭56年工芸・58年院工芸・東京都）
国友
博（昭57年油絵・石川県）
自見 滋子（昭57年油絵・東京都）
池上
奨（昭57年彫刻・59年院彫刻・石川県）
森近 惠子（昭57年商デ・東京都）
島田 由子（昭58年日本画・千葉県）
粟津 千恵（昭58年商デ・京都府）
古田マサキ（昭58年商デ・石川県）
古田 紗英（昭58年商デ・石川県）
薮
充累（昭58年商デ・埼玉県）
林田 智明（昭59年油絵・千葉県）林田 裕子（ 昭58年油絵・千葉県）
安田
淳（昭59年油絵・石川県）
渥美 靖子（昭59年日本画・東京都）
佐藤 一代（昭59年商デ・東京都）
佐藤 義浩（昭59年商デ・東京都）
西川 明男（昭59年商デ・千葉県）
西村 静恵（昭60年油絵・東京都）
本多 厚二（昭60年彫刻・東京都）
小澤 順一（昭60年工デ・岐阜県）

Tokyo Ginza
Kanazawa
NewYork

Art Exhibition 2011 by Alumni of Kanazawa College of Art [Art Exhibition of WA-RING]

鶴野 俊哉（昭60年工デ・62年院製品・石川県）
嶋 恵美子（昭61年油絵・富山県）
稲田
峻（昭62年日本画・兵庫県）
川畑
太（昭62年油絵・平01年院油絵・奈良県）
井上 龍彦（昭62年彫刻・平01年院彫刻・奈良県）
高垣 勝康（昭62年彫刻・平01年院彫刻・奈良県）
河崎 圭吾（昭62年工デ・石川県）
安房万里子（昭63年日本画・石川県）
松岡 睦美（昭63年彫刻・平03年院彫刻・兵庫県）
とりごえまり（昭63年商デ・神奈川県）
深谷 典子（平01年油絵・神奈川県）
釣谷 幸輝（平02年油絵・04年院油絵・富山県）
寺田ひかり（平02年工芸・04年院工芸・石川県）
横江 昌人（平03年油絵・05年院油絵・石川県）
畝野 裕司（平03年商デ・05年院視覚・石川県）
ヒロネアヤコ（平03年商デ・石川県）
野田 純江（平04年工デ・埼玉県）
藤井 一範（平04年工芸・06年院工芸・富山県）
堀内 千芽（平04年工芸・石川県）
吉田 恭子（平05年彫刻・愛知県）
石田 知紀（平05年商デ・京都府）
菅原
聡（平05年工デ・大阪府）
角居 康宏（平05年工芸・長野県）
中田 晋一（平06年日本画・神奈川県）
安田
薫（平06年日本画・埼玉県）
横尾有希子（平06年商デ・東京都）
青木 小波（平06年工デ・石川県）
浅蔵 一華（平06年工芸・08年院工芸・石川県）
根来 貴成（平07年工デ・09年院製品・石川県）
辻本 博紀（平07年工芸・東京都）
本山 二郎（平08年油絵・10年院油絵・石川県）
能村 美穂（平08年商デ・神奈川県）
笠野 門藤（平08年工デ・東京都）
大川 和宏（平08年院工芸・千葉県）
黒田 悟志（平09年工デ・石川県）
金子 顕司（平10年油絵・12年院油絵・石川県）
外山 雅暁（平10年工芸・12年院工芸・東京都）
外山 美歩（平11年工芸・13年院工芸・東京都）
八十島海斗（平14年彫刻・茨城県）
奥本 美和（平14年視覚・東京都）
熊崎 信也（平14年視覚・山梨県）
熊崎
優（平14年視覚・山梨県）
坂本 優子（平14年工芸・兵庫県）
藤登 崇鉱（平15年製品・東京都）

田中 祐江（平15年工芸・17年院工芸・岐阜県）
池田
愛（平16年油画・奈良県）
富田 倫代（平16年彫刻・千葉県）
近藤 九心（平16年工芸・18年院工芸・北海道）
白水麻耶子（平16年工芸・広島県）
羽田 純人（平16年院視覚・東京都）
青木 邦仁（平17年工芸・19年院工芸・奈良県）
岩間 達也（平18年日本画・東京都）
大下 真衣（平18年視覚・神奈川県）
大庭 俊介（平18年視覚・東京都）
宮嶋 祐一（平19年日本画・石川県）
岩元 俊樹（平19年彫刻・21年院彫刻・愛知県）
佐藤
匡（平19年製品・東京都）
池野江津子（平19年工芸・奈良県）
瀬尾
誠（平19年工芸・長野県）
下野 由花（平20年日本画・石川県）
百田 絵美（平20年日本画・22年院日本画・大阪府）
林
遼（平20年彫刻・22年院彫刻・長野県）
石田千香子（平20年芸術学・22年院芸術学・石川県）
山田紗英子（平21年日本画・23年院日本画・東京都）
熊田麻里菜（平21年油画・岐阜県）
西川 俊三（平21年視覚・大阪府）
松尾
達（平21年視覚・東京都）
吉村
瞳（平21年視覚・東京都）
面田 健登（平21年環境・東京都）
丹羽由梨香（平22年彫刻・埼玉県）
児島 啓多（平22年視覚・東京都）
山本真理子（平22年環境・東京都）
四井 雄大（平22年工芸・岐阜県）
上野 慈子（平23年視覚・石川県）
小畑
茜（平23年視覚・東京都）
中村 祐貴（平23年視覚・京都府）
南山 直人（平23年視覚・東京都）
【在学生】
※選抜された現役学生の作品が、
20作品展示されます。

※展覧会および出品者情報は2011年5月20日現在のものです。展覧会および出品者は変更になることがあります。
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四人四色／色・艶・彩・iro展 竹綱章浩・黒澤淳一・戸部義盛・池田博範

コフネコトモ子展

平田達哉個展 ─かたち〜情景へ─

9月16日
（金）〜21日
（水）11:00〜19:00（ 最終日17:00まで）

中央区銀座8-10-4 和孝銀座八丁目ビル1F TEL03-6228-5922
8月8日
（月）〜9月3日
（土）日曜定休
11:00〜23:00

中央区銀座8-10-4
和孝銀座八丁目ビル1F
TEL03-6228-5922
9月5日
（月）
〜10月1日
（土）
日曜・祝日定休
11:00〜23:00

ギャラリーナミキ（Map A-2） 中央区銀座8-5-10 並木ビル１F TEL03-6228-5344（ 会期中のみ）
協賛：中川ケミカル

ART FOR THOUGHT（ Map B-4）

ART FOR THOUGHT（ Map B-4）

オープニング
パーティ
9月16日
（金）
17：00〜

「金美バレー部仲間４人
竹綱 章浩（昭51年工デ・大阪府）
・黒澤 淳一（昭51年商デ・東京都）
によるHappyなグループ展」戸部 義盛（昭50年彫刻・千葉県）
・池田 博範（昭51年商デ・神奈川県）

小野路の花たち

月光荘 画室1（Map B-3）

中央区銀座8-7-2 永寿ビルB1
TEL03-3572-5605（月光荘画材店）
9月12日
（月）
〜18日
（日）
11:00〜19:00
（最終日16:00まで）

日本の里100選：東京都：
の花たちをカリグラフィーで
乾 英彦（昭39年商デ・東京都）

アイルランド素描展

月光荘 こんぱる前室（ Map B-3）

中央区銀座8-7-5 金春ビル4F
TEL03-3571-1116（ 会期中のみ）
9月13日
（火）〜19日
（月・祝）
11:00〜20:00
（最終日16:00まで）

アイルランド・ダブリン風景の水彩画約35点
伊関 秀雄（昭46年商デ・兵庫県）

´
Pennelli展

徳田明美展・陶

月光荘 小画箱（Map B-3）

中央区銀座8-7-2 永寿ビル1F 画材店入口
TEL03-3572-5605
（月光荘画材店）
9月5日
（月）
〜25日
（日）
24時間終日
（最終日16:00まで）

ボディアートの映像・写真、絵画等を展示
コフネコトモ子（平20年油画・22年院油画・石川県）

budding ─日本画四人展─
GALLERY ART POINT（Map B-4）
中央区銀座8-11-13 エリザベスビルB1
TEL03-5537-3690
9月5日
（月）〜10日
（土）
12:30〜19:30（ 最終日17:00まで）

陶による絵本・
セロ弾きのゴーシュ
徳田 明美（昭53年工芸・石川県）

金沢美術工芸大学大学院生、
卒業生による作品展
高岡 暁（平22年日本画・金美院日本画2年・石川県）
豊川 克典（平22年日本画・愛知県・高橋克典）
飯沼 隆弥（平23年日本画・金美院日本画1年・石川県）
佐直麻里子（平23年日本画・金美院日本画1年・石川県）

徳田明美展・陶

樫尾聡美・阪井ひとみ 2人展

月光荘 こんぱる中室（Map B-3）

中央区銀座8-7-5 金春ビル4F
TEL03-3572-5605
（月光荘画材店）
9月13日
（火）
〜19日
（月・祝）
11:00〜20:00
（最終日16:00まで）

陶を中心にしたミクスト
メディアによる表現
徳田 明美（昭53年工芸・石川県）

月光荘 画室2（ Map A-3）中央区銀座8-7-18 1F TEL03-3573-5605（ 会期中のみ）
9月12日
（月）〜18日
（日） 10:00〜18:00（ 最終日16:00まで）

exhibit Live & Moris gallery（ Map A-4）
中央区銀座8-10-7 東成ビルB2F TEL03-5537-0023
9月19日
（月・祝）〜24日
（土）
12:00〜19:30（ 最終日17:30まで）

染色や陶器、
ドローイング等 2人の作品発表
樫尾 聡美（平20年工芸・石川県）
阪井ひとみ（平20年工芸・奈良県・永井ひとみ）

稲田 峻 日本画展〜時に舞う〜

平成6年油絵卒業生による小品約30点の同窓展
上月ひとみ（平06年油絵・兵庫県）
谷屋 真（平06年油絵・石川県)
駒井 千華（平06年油絵・08年院油絵・石川県） 富久 重信（平06年油絵・愛媛県）
白井 正浩（平06年油絵・石川県）
三池誠一郎（平06年油絵・香川県)
鈴木 浩之（平06年油絵・08年院油絵・石川県） 鷲尾 圭介（平06年油絵・神奈川県)

アサダ＊オダ ファミリー展
中央区銀座8-7-5 金春ビル4F
TEL03-3572-5605（月光荘画材店）
9月13日
（火）〜19日
（月・祝）
11:00〜19:00（ 最終日15:00まで）

北川宏人 特別小展

東京画廊＋BTAP応接室（Map B-4）

中央区銀座8-10-5 第4秀和ビル7F
TEL03-3571-1808
9月13日
（火）
〜24日
（土）
日・月・祝休廊
11:00〜19:00
（土曜のみ17:00まで）
※応接室使用時にはご覧いただけな
い場合もあることをご了承ください。

日本画とイラスト／親子3代・3人展
浅田 恵子（昭51年商デ・石川県）
浅田 洋一（金美環境4年）
・小田 正子

北川宏人のテラコッタ
小作品を小数点展示
北川 宏人（平01年彫刻・東京都）

花を愛で鳥と遊び、風に舞い月を想う
「花鳥風月の四人展」
兜屋画廊（ Map B-3）

中央区銀座8-8-1 出雲ビル8F
TEL03-3571-6331
9月15日
（木）〜18日
（日）
10:30〜18:30（ 最終日16:30まで）

堀江タダシ・染織造形展
千疋屋ギャラリー（Map H-2）

中央区京橋1-1-9 千疋屋京橋本店2F
（ブリジストン美術館前）
TEL03-3281-0320
9月12日
（月）
〜17日
（土）
10:30〜18:30
（最終日17:00まで）

化学染料を使った
新しい染色方法で表現。
堀江タダシ（平02年工芸・愛知県・堀江忠史）

相沢まり子・根木山和子二人展

林田画廊（ Map G-3）

ギャラリー くぼた 6F（ Map H-4）

4mの大作から絹本の小品約15点の新作
稲田 峻（昭62年日本画・兵庫県）

水彩画と和紙造形の2人展です。
相沢まり子（昭47年油絵・石川県）
根木山和子（昭45年油絵・東京都）

中央区京橋2-6-16 TEL03-3567-7778
9月12日
（月）〜17日
（土）
10:30〜18:00（ 最終日17:00まで）

月光荘 こんぱる後室（ Map B-3）

簡素でウイットのある
抽象画、油・水彩10点
平田 達哉（昭59年油絵・神奈川県）

中央区京橋2-7-11 TEL03-3563-0005
9月5日
（月）〜11日
（日）
11:00〜19:00（ 最終日17:00まで）

『われら団塊の世代』展
並樹画廊（ Map H-4）

中央区京橋2-7-12 TEL03-3561-2277
9月12日
（月）〜18日
（日）
11:00〜18:00（最終日16:00まで）
彫刻・油・日本画・オブジェによる展覧会

山本 明良（昭45年彫刻・東京都）
冨田 憲二（昭45年彫刻・東京都）
根木山和子（昭45年油絵・東京都）
鈴木はぎ乃（昭45年油絵・群馬県）
布目 勲（昭45年日本画・東京都）
稲井田勇二（昭46年日本画・東京都）

相沢まり子（昭47年油絵・石川県）
薮内 好（昭47年日本画・千葉県）
薮内 良子（昭47年油絵・千葉県）
旭 義信（昭52年油絵・東京都）

海野博子個展 ─彼方から彼方へ─

高瀬昭男個展

ギャルリー ソレイユ（ Map H-3）

アートスペース 繭（ Map G-4）

SM〜F50の油画 花、心象風景など…。
海野 博子（昭35年油絵・神奈川県）

古いブリキ、紙のおもちゃ、針金などを素材として、平面、立体約70〜80点
高瀬 昭男（昭40年彫刻・東京都）

中央区京橋2-8-2 渋井ビル1F TEL03-3567-6827
9月12日
（月）〜17日
（土）
11:00〜18:30（ 最終日17:00まで）

中央区京橋3-7-10 TEL03-3561-8225
9月8日
（木）〜17日
（土）日曜休廊
11:00〜19:00

GD・SD・PD・VDによる花鳥風月をテーマにしたデザイン展

戸瀬 秀昭（昭51年商デ・石川県）
戸瀬小百合（平15年環境・石川県・旧姓奥）
上町 達也（平18年製品・神奈川県）
上町麻梨乃（平19年視覚・神奈川県・旧姓戸瀬）
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※展覧会および出品者情報は2011年5月20日現在のものです。展覧会および出品者は変更になることがあります。
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入江 英一（昭51年油絵・大阪府）
跡（ ART ）展
ギャラリー くぼた 別館 （ Map H-4） 金谷 康弘（昭51年油絵・石川県）
中央区京橋2-10-9 TEL03-3563-0005
9月5日
（月）〜10日
（土）
1 1 : 0 0 〜 1 8 : 3 0（ 初日のみ13:00〜）

小原 瑛子（昭51年油絵・石川県）
杉浦美代子（昭51年油絵・東京都）
田井 淳（昭51年油絵・石川県）
月成 元敏（昭51年油絵・福岡県）
長原 克己（昭51年油絵・兵庫県）
花房 秀行（昭51年油絵・兵庫県）
前田 昌彦（昭51年油絵・石川県）
松村 吉朗（昭51年油絵・石川県）
柳田 邦男（昭51年油絵・富山県）
吉田 成司（昭51年油絵・故人）
伊藤 文代（昭39年工デ・岐阜県）
小澤 康麿（昭52年油絵・愛知県）
斉藤 和子（昭52年油絵・神奈川県）

鈴木治男展

ギャラリー 檜 B（Map G-4）

中央区京橋3-9-9 ウインド京橋ビル2F
TEL03-6228-6361
9月5日
（月）
〜10日
（土）
11:30〜19:00
（最終日17:30まで）

「共生の森」をテーマに
油彩約10点
鈴木 治男（昭49年油絵・石川県）

杢漆・ガラス・蒔絵の三人展

松崎十朗 個展

9月19日
（月・祝）〜24日
（土） 11:30〜18:30（ 最終日16:30まで）

中央区八重洲2-10-5 花長ビル1F TEL03-3278-1420
9月12日
（月）〜17日
（土）
11:00〜18:00（ 最終日17:00まで）

SILVER SHELL（Map H-4）中央区京橋2-10-10 KCビル1F TEL03-3535-0677

清水英範・室伸一・中村晃の杢漆とガラスと蒔絵三人展
清水 英範（昭28年漆工・群馬県）
・室 伸一（昭48年工芸・群馬県）
・中村 晃（昭62年工芸・千葉県）

日本画5人展

Map F-2）
西邑画廊 （

日本画小品を中心に約10点
松崎 十朗（昭58年日本画・60年院日本画・東京都）

プロダクト・環境デザイン展

アートスペース 羅針盤 （ Map G-4）

有楽町朝日ギャラリー（Map D-1）

中央区京橋3-5-3 京栄ビル2F
TEL03-3538-0160
9月5日
（月）〜10日
（土）
1 1 : 0 0 〜 1 9 : 0 0（ 最 終日1 7:00まで）

中山美恵展

Map G-4）
ギャラリー 檜 C （

中央区京橋3-9-9 ウインド京橋ビル2F TEL03-6228-6361
9月5日
（月）〜10日
（土）
11:30〜19:00（ 最終日17:30まで）

油彩による抽象画約10点
中山 美恵（昭49年工芸・石川県）

金沢の「箔」に─山本宏幸 日本画展

大丸東京店 10階アートギャラリー（Map H-1）

千代田区丸の内1-9-1 10F
TEL03-3212-8011
9月21日
（水）
〜27日
（火）
10:00〜20:00
（最終日17:00まで）

身近な題材を描いた
日本画約30点
山本 宏幸（昭63年日本画・平03年院日本画・石川県）

東京会場

千代田区有楽町2-5-1 有楽町マリオン11F TEL03-3284-0131
9月16日
（金）〜18日
（日） 11:00〜18:00

日本画出身 5人による発表
浅野 秀和（平04年日本画・岐阜県）
石崎 誠和（平11年日本画・13年院日本画・佐賀県）
岩田 壮平（平12年日本画・14年院日本画・東京都）
松村 公太（平13年日本画・東京都）
白水悠一郎（平19年日本画・21年院日本画・東京都）

映像展

art space kimura ASK?（Map G-4） 各業界で活躍するクリエイター達の作品上映会
中央区京橋3-6-5 木邑ビル2F
小田桐 昭（昭36年商デ・東京都）
TEL03-5524-0771
早川 和良（昭50年彫刻・東京都）
9月12日
（月）〜17日
（土）
宮本 茂（昭52年工デ・京都府）
11:30〜19:00（ 最終日17:00まで）
作宮 隆（昭53年商デ・東京都）
山本 成信（昭56年商デ・神奈川県）
林田 智明（昭59年油絵・千葉県）
伊藤 浩之（昭59年商デ・東京都）
川原 郁生（昭59年商デ・埼玉県）
佐藤 義浩（昭59年商デ・東京都）
米村 浩（昭60年商デ・神奈川県）
若林 斉（昭63年彫刻・平02年院彫刻・富山県）
細田 守（平03年油絵・東京都）
横尾有希子（平06年商デ・東京都）
西出 裕（平06年商デ・東京都）
尾小山良哉（平08年商デ・東京都）
高橋 英之（平08年商デ・神奈川県）
田村 雪絵（平08年商デ・東京都）
米林 宏昌（平08年商デ・東京都）
廣岡 秀司（平11年商デ・東京都）
元松由希子（平12年院視覚・神奈川県）
谷口 昇司（平13年視覚・大阪府）
川田 秀穂（平17年製品・石川県）
井上 涼（平19年視覚・東京都）
古市 牧子（平21年油画・フランス）
吉村 瞳（平21年視覚・東京都）
石川 雄太（金美院彫刻2年・石川県）

Kanazawa Satelite Art Project 鈴木浩之展
Map G-4）
ASK? P （

中央区京橋3-6-5 木邑ビルB1 TEL03-5524-0771
9月12日
（月）〜17日
（土）
11:30〜19:00（ 最終日17:00まで）

オープニング
パーティ
9月12日
（月）
17：00〜
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地球観測衛星を利用して地上絵を描いた作品
鈴木 浩之（平06年油絵・08年院油絵・石川県）

中井弥生子展

K's Gallery（Map G-4）

中央区京橋3-9-2 プラザ京橋ビル3F
TEL03-5159-0809
9月12日
（月）
〜17日
（土）
12:00〜19:00
（金曜20:00まで・
土曜11:30〜17:30）

キャンバスに
（アクリル）ナイフでの抽象作品
中井 弥生子（昭50年油絵・石川県）

デザイナーのデザインに対する「 考 察と理 念 」を伝えます。
平野 拓夫（前学長・東京都)
久世 迅（平06年工デ・東京都）
清水 吉治（昭34年工デ・埼玉県）
稲垣 揚平（平07年工デ・石川県）
藤村 盛造（昭38年工デ・千葉県）
根来 貴成（平07年工デ・09年院製品・石川県）
豊永 俊之（昭41年工デ・東京都）
大瀬戸葉子（平08年工デ・大阪府）
田中 寛志（昭42年商デ・石川県）
笠野 門藤（平08年工デ・兵庫県）
中山 卓郎（昭45年工デ・東京都）
倉本 仁（平11年工デ・東京都）
金田 博（昭46年工デ・東京都）
一瀬 圭介（平14年環境・東京都）
圓角 秀世（昭47年工デ・東京都）
福定 良佑（平14年製品・ミラノ）
川崎 和男（昭47年工デ・大阪府）
山田 和美（平14年製品・大阪府）
藤野 雅（昭47年工デ・石川県）
藤登 崇紘（平15年製品・東京都）
明上 誠治（昭47年工デ・大阪府）
大谷 祐介（平16年製品・東京都）
大橋 武志（昭48年工芸・石川県）
徳本 尚哉（平16年製品・大阪府）
岩井庸之介（昭52年工デ・石川県）
福田真理子（平16年製品・福井県）
内堀 法孝（昭54年工デ・長野県）
間瀬 陽介（平16年製品・愛知県）
國本 桂史（昭54年工デ・愛知県）
南山 心（平16年製品・神奈川県）
浅野 隆（昭56年工デ・石川県）
山口 智宏（平16年環境・東京都）
飯尾 豊（昭56年工デ・石川県）
吉峯 俊輔（平16年製品・富山県）
金谷 正和（昭56年工デ・東京都）
瀬木 雅博（平17年製品・東京都）
高尾 茂行（昭56年工デ・大阪府）
西川 規理（平17年製品・大阪府）
豊島 秀一（昭56年工デ・兵庫県）
柳井 友一（平17年製品・岐阜県）
日原 広一（昭56年工デ・宮城県）
佐藤 匡（平19年製品・東京都）
松岡 繁（昭56年工デ・大阪府）
竹本 剛（平19年製品・愛知県）
矢口 忠憲（昭56年工デ・富山県）
中村加奈恵（平19年製品・東京都）
綿貫 達朗（昭56年工デ・石川県）
矢島 幹生（平19年製品・神奈川県）
角谷 修（昭57年商デ・石川県）
飯田 都（平20年製品・東京都）
坂井 晃（昭57年工デ・東京都）
南野 智之（平20年製品・愛知県）
坂野 博行（昭57年工デ・千葉県）
山本 侑樹（平20年製品・東京都）
高屋喜久子（昭57年工デ・石川県）
横関 亮太（平20年製品・東京都）
丸山 直人（昭57年工デ・富山県)
井上 悠生（平21年製品・大阪府）
吉田 茂雄（昭57年工デ・石川県）
荻下 直樹（平21年製品・東京都）
宮田 匡之（昭58年工デ・大阪府）
青山 咲子（平22年製品・大阪府）
桜井 智治（昭59年工デ・和歌山県）
古木 大樹（平22年製品・大阪府）
有光 隆也（昭60年工デ・東京都）
中山 雄介（平23年製品・京都府）
河崎 圭吾（昭62年工デ・石川県）
村井 陽平（平23年製品・大阪府）
藤木 武史（昭63年工デ・大阪府)
坂本 英之（環境デ教授・石川県）
小田 兼弘（平03年工デ・静岡県）
鍔 隆弘（環境デ教授・石川県）
清水 洋平（平03年工デ・神奈川県）
塚本カナエ（平03年工デ・大阪府）
吉端 義信（平04年工デ・石川県）
入矢 真一（平05年工デ・東京都）
※展覧会および出品者情報は2011年5月20日現在のものです。展覧会および出品者は変更になることがあります。
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冨田憲二・山本明良 彫刻展

山下和子展

日本橋高島屋 6階美術画廊（ Map I-3）

Shonandai My Gallery

中央区日本橋2-4-1 TEL03-3211-4111代表
9月14日
（水）〜20日
（火）
10:00〜20:00（ 最終日16:00まで）

木

番外編
（エリアが異なります）

六

本

港区六本木7-6-5 六本木栄ビル3F TEL03-3403-0103
9月1日
（木）〜8日
（木）
12:00〜19:00（ 最終日17:00まで）

石・木・金属を中心にした彫刻展 50点以上。
冨田 憲二（昭45年彫刻・東京都）
山本 明良（昭45年彫刻・東京都）

油絵、ギャラリー企画個展
山下 和子（平13年院油絵・石川県）

六箔五日 ─金沢美大グラフィックデザイン6人展─

草

浅草LIONビル 1〜3階

布

木下輝夫個展（ウッドスカルプチャー小品展）
MEISTER マイスター

目黒区目黒4-11-4 TEL03-3716-2767
9月1日
（木）
〜30日
（金）
水曜定休
11:00〜18:00
（最終日17:00まで）

金沢市広坂1-8-14 TEL076-223-8696
9月27日
（火）〜10月2日
（日）
10:00〜18:00（金曜土曜は20:00まで最終日17:00まで）

田

町

町田市小山ヶ丘3-22-18 マンションホワイトホース1F
TEL042-705-5096 9月5日
（月）〜11日
（日）
火曜定休 11:00〜19:00（ 最終日17:00まで）

棒田和義 陶板アート展

ギャラリーカフェ アルル。

田

20展

ギャラリーカフェ アルル。

町田市小山ヶ丘3-22-18 マンションホワイトホース1F
TEL042-705-5096
9月18日
（日）
〜25日
（日）
火曜定休
11:00〜19:00
（最終日17:00まで）

今井金箔 本店

金沢市幸町7-3 TEL076-223-8989
9月1日
（木）
〜30日
（金）
水曜定休
9:30〜18:00
（最終日17:00まで）

新聞日曜版に掲載された
孔版画などを発表
深村 泰子（昭50年日本画・石川県）

いろいろ小物展

クリエーターのひきだし
in「むびぐみ11」 金沢アートグミ

身近で使っていただけ
たらとつくった小物達
深村 泰子（昭50年日本画・石川県）

それぞれの箱展
As baku

金沢市博労町71
TEL076-264-2060
9月9日
（金）〜25日
（日）
期間中無休
11:00〜18:00

屋内展示を目的とした抽象小品約20数点
木下 輝夫（昭44年商デ・石川県）

町

色絵磁器の作品による個展です。
戸出 雅彦（昭63年工芸・石川県）

お寺の挿し絵展

森への賛歌がテーマのイラスト、空間造形など。

白川 郁栄（昭54年商デ・石川県）
七尾るみ子（昭54年油絵・石川県）

目

黒

西

麻

港区西麻布3-16-28 TEL03-3479-3842
8月30日
（火）〜9月11日
（日）
11:00〜19:00（ 初日13:00〜・最終日16:00まで）

石川国際交流サロン

金沢市広坂1-2-36（ 21世紀美術館横）
TEL076-221-1109
9月1日
（木）
〜30日
（金）
月曜定休
10:00〜18:00
（最終日17:00まで）

浅

戸出雅彦 個展

森の二しずく

今井金箔 広坂店

台東区雷門2-11-10 TEL03-6412-9797
9月14日
（水）〜18日
（日）
10:00〜19:00（ 最終日17:00まで）
オープニングパーティ 9月14日
（水）17：00〜
金沢の伝統工芸である金箔の新たな可能性を6人の
デザイナーがそれぞれの視点で追求するプロジェクト。
柏本 郷司（昭60年商デ・東京都）
須曽 明子（昭60年商デ・東京都）
米村 浩（昭60年商デ・神奈川県）
水口 克夫（昭61年商デ・東京都）
西岡 範敏（平06年商デ・東京都）
福岡南央子（平11年商デ・東京都）

ギャラリー MITATE

Kanazawa

金沢市青草町88 北國銀行武蔵ヶ辻支店3F
TEL076-225-7780 9月3日（土）〜10月2日（日）
水曜定休 10:00〜18:00
オープニングレクチャー 9月3日(土)19:00〜
クロージングレセプション 10月1日(土)18:00〜

ひきだしを引くと飛び出す様々なイメージ
佐藤 義浩（昭59年商デ・東京都）
水口 克夫（昭61年商デ・東京都）
様々な作家による箱をテーマにした展覧会

大間 光記（平17年彫刻・19年院彫刻・愛知県）
澤山 輝雄（昭61年工芸・63年院工芸・石川県）
新保 裕（昭62年彫刻・石川県）
田 聡美（平16年工芸・石川県）
戸出 雅彦（昭63年工芸・石川県）
長原めぐみ（平08年工芸・石川県）
林 一平（平08年彫刻・石川県）
マセド マウリシオ（平13年院工芸・石川県）
モンデンエミコ（平15年彫刻・17年院彫刻・石川県）
渡辺 秀亮（平08年彫刻・11年院彫刻・石川県）
渡部 匡人（平04年工芸・石川県）
ほか

金工四人展

金沢・クラフト広坂

金沢市広坂1-2-25
金沢能楽美術館内
TEL076-265-3320
9月8日
（木）〜19日
（月・祝）
12日
（月）定休日
11:00〜17:00
鍛金や加賀象嵌など金工4人による発表

立体を中心に、現在20歳の3人が20という感覚をとらえなおす展示です。
堂本 渚（金美彫刻2年・石川県）ほか

自然の風景や街角を描いた陶板画アート展
棒田 和義（昭51年工デ・石川県）

笠松 加葉（平16年工芸・18年院工芸・石川県）
田中いづみ（平16年工芸・石川県）
藪内 公美（平16年工芸・18年院工芸・奈良県）
前田真知子（平17年工芸・19年院工芸・石川県）

金沢ザワザワ「装丁」展

第21回 金沢現代彫刻展

Kanazawa
加茂那奈枝 作品展〜大地の言葉〜

アートプラザ みらい

金沢市畝田西1-52-2 TEL076-255-1454
9月13日
（火）〜25日
（日）水曜定休
12：00〜17：00（ 最終日15：00まで）

石川国際交流サロン

金沢市広坂1-8-14 TEL076-223-8696
9月20日
（火）
〜25日
（日）
10:00〜18:00
（金曜土曜は20:00まで
最終日16:00まで）

学生の運営で市内各所に百数十点展示します。
9月12日
（月）〜25日
（日）
9:00〜17:00 ※会場によって異なります。

・金沢市庁舎

金沢市広坂1-1-1 TEL076-220-2111

・石川県政記念 しいのき迎賓館

金沢市広坂2-1-1 TEL076-261-1111

・石川四高記念文化交流館

金沢市広坂2-2-5 TEL076-262-5464

・石川県中央公園
生命の根源をテーマとした土・和紙による作品
加茂那奈枝（金美院油画1年）

装丁本を中心に、その制作意図や原画を展示
古田マサキ（昭58年商デ・石川県）
古田 紗英（昭58年商デ・60年院視覚・石川県）

金沢市広坂2-2

・犀川緑地（桜橋犀川大橋間右岸）
金沢市犀川沿い

「あかりメッセージ」

吉田千春個展「お花畑に集まれ」

アイルランド素描展

金沢市広坂1-8-14
TEL076-223-8696
9月13日
（火）〜18日
（日）
10:00〜18:00
（金曜土曜20:00まで・最終日17:00まで）

金沢市大和町1-1
9月23日
（金・祝）〜24日
（土）
10:00〜18:00（ 最終日17:00まで）

金沢市大和町1-1 TEL076-265-8300
9月26日
（月）〜10月2日
（日）
11:00〜20:00（ 最終日12:00まで）

石川国際交流サロン

金沢市民芸術村 里山の家

金沢市民芸術村 アート工房

石、金属、木、和紙等色々な素材の「あかり展」です。

飯尾 豊（昭56年工デ・石川県）
池上 奨（昭57年彫刻・59年院彫刻・石川県）
島田 由子（昭58年日本画・千葉県）
青木 小波（平06年工デ・石川県）
林 泰史（平06年工芸・08年院工芸・石川県）
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動画やドローイング、2日間だけの展覧会。
吉田 千春（平16年油画・石川県）

アイルランド・ダブリン風景の水彩画約35点
伊関 秀雄（昭46年商デ・兵庫県）

※展覧会および出品者情報は2011年5月20日現在のものです。展覧会および出品者は変更になることがあります。
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Kanazawa
問屋まちスタジオ㉗

三口

Kanazawa

Google Map
写真提供：金沢市

割出

http://bit.ly/kw0kx7

磯部

◯数字は掲載ページ

（武藏エリア）

美術サロン㉗
クラフトAギャラリー㉘
菊乃や㉔
むさし
（めいてつ・エムザ内
金沢アートグミギャラリー⑲
橋場
5F）
近江町市場
コニーズアイ㉖
ギャラリー
high collar㉗
アルトラ㉕
As baku⑲
●

石川県庁

JR 東金沢駅

アートプラザみらい⑱

上諸江

北陸自動車道

●

七ツ屋

JR 金沢駅

北鉄金沢

浅野川

山ノ上ギャラリー㉘
ギャラリー椋㉖

金沢西IC
尾山神社
ギャラリー尾山㉕

金沢城址公園

ギャラリー点㉕㉖
ひろた美術画廊㉗

きんしんギャラリー㉖

JR 西金沢駅

西泉

金沢市広坂1-2-1
9月21日
（水）〜25日
（日）
10:00〜18:00

小田桐 昭（昭36年商デ・東京都）
早川 和良（昭50年彫刻・東京都）
宮本 茂（昭52年工デ・京都府）
作宮 隆（昭53年商デ・東京都）
山本 成信（昭56年商デ・神奈川県）
林田 智明（昭59年油絵・千葉県）
伊藤 浩之（昭59年商デ・東京都）
川原 郁生（昭59年商デ・埼玉県）
佐藤 義浩（昭59年商デ・東京都）
米村 浩（昭60年商デ・神奈川県）
若林 斉（昭63年彫刻・平02年院彫刻・富山県）
細田 守（平03年油絵・東京都）
横尾有希子（平06年商デ・東京都）
西出 裕（平06年商デ・東京都）
尾小山良哉（平08年商デ・東京都）
高橋 英之（平08年商デ・神奈川県）
田村 雪絵（平08年商デ・東京都）
米林 宏昌（平08年商デ・東京都）
廣岡 秀司（平11年商デ・東京都）
元松由希子（平12年院視覚・神奈川県）
谷口 昇司（平13年視覚・大阪府）
川田 秀穂（平17年製品・石川県）
井上 涼（平19年視覚・東京都）
古市 牧子（平21年油画・フランス）
吉村 瞳（平21年視覚・東京都）
石川 雄太（金美院彫刻2年・石川県）

三光寺㉖

ギャラリー颯㉕

野々市
野々市工大前

NIWA SHUNKI Gallery㉗
JO-HOUSE 高尾台㉖

金沢美大OBによる
パッケージデザイン展

金沢21世紀美術館 市民ギャラリーB
金沢市広坂1-2-1
9月21日
（水）〜25日
（日）
10:00〜18:00

秋友美穂 銀の手仕事 展

金沢市広坂1-2-1
TEL090-3572-8800
8月30日
（火）
〜9月4日
（日）
10:00〜18:00

金沢市片町2-2-5 ラブロ片町3F
TEL076-221-2530
9月10日
（土）〜10月23日
（日）10:00〜18:00
休館日:ラブロ片町に準じる 入場料：無料
金美生OB公募展審査に著名ギャラリスト他

金沢市東山2-1-21 TEL076-252-5101
9月2日
（金）〜25日
（日）水曜木曜定休
10:00〜17:00

金沢21世紀美術館

CGによる曼陀羅関係
個展告知ポスターB全版 約80点展示
田保橋 淳（昭28年油絵・神奈川県）

金沢美術工芸大学 アートギャラリー

金沢美術工芸大学

押野

アート・オーディション2011

ら ポ ス タ ー た ぼ はしじゅん て ん

今井金箔 本店⑲

JO-HOUSE 石引㉗

曼陀羅貼札 田保橋淳展

まん だ
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各業界で活躍するクリエイター達の作品上映会

野町

犀川

馬替

映像展

kapo gallery㉔

新西金沢

ガレリア ポンテ㉔
犀川緑地⑲

東山㉑

兼六園

伏見川

（片町・広坂エリア）
中央公園⑲ 金沢・クラフト広坂⑲
しいのき迎賓館⑲
香林坊 四高記念館⑲
今井金箔 広坂⑲
109
兼六園
金沢美術工芸大学
金沢市庁舎⑲
アートギャラリー⑳ カフェレストラン "Fusion21"
⑳㉑㉒㉓㉔
（ラブロ片町内3F）
金沢21世紀美術館
カフェ&ギャラリー
「わart展」会場
片町
竪町通り ミュゼ㉑
石川国際交流サロン⑱⑲
ギャラリー
竪町アートスペース㉗
櫻井㉕
金劇パシオン
ギャラリートネリコ㉕

金沢21世紀美術館 市民ギャラリーB

金澤町家職人工房

金沢市民芸術村⑲

パッケージデザイン全般

安田 勝彦（昭37年商デ・神奈川県）
村 禎介（昭38年商デ・東京都）
村 武史（昭41年工デ・東京都）
古川 彰俊（昭49年商デ・東京都）
三谷 豊（昭51年商デ・千葉県）
小泉 芳則（昭53年商デ・東京都）
作宮 隆（昭53年商デ・東京都）
大弥 和裕（昭56年商デ・神奈川県）
永井 満（昭56年商デ・東京都）
前田 英樹（昭61年商デ・東京都）
阿字地睦（平01年商デ・東京都）
南部 圭一（平01年商デ・大阪府）
福井 崇人（平02年商デ・東京都）
石浦 弘幸（平03年商デ・神奈川県）
畝野 裕司（平03年商デ・05年院視覚・石川県）
葭田 護（平03年商デ・石川県）
森田きよの（平04年商デ・千葉県）
竹内 清高（平05年商デ・東京都）
西尾 美紀（平06年商デ・石川県）
宮崎 昭秀（平06年商デ・石川県）
上森 功規（平08年商デ・大阪府）
西本千奈美（平12年視覚・東京都）
市野 護（平17年視覚・大阪府）
榎本 亮祐（平21年視覚・千葉県）
竹村有希子（平21年視覚・東京都）
津田 真希（平22年視覚・大阪府）

神谷麻穂・山田菜穂子二人展〜はなのころ〜

金澤町家職人工房 東山

カフェ&ギャラリー ミュゼ

銀のアクセサリー展示、販売、工房見学
秋友 美穂（平10年工芸・12年院工芸・石川県）

陶と日本画二人による展覧会
神谷 麻穂（金美院工芸2年）
山田菜穂子（金美院日本画2年）

金沢市柿木畠3-1 2F TE076-263-1187
9月17日
（土）〜25日
（日）12:00〜19:00

※展覧会および出品者情報は2011年5月20日現在のものです。展覧会および出品者は変更になることがあります。
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Kanazawa
合同企画展 わart展 金沢

金沢21世紀美術館 市民ギャラリーB
金沢市広坂1-2-1
9月13日
（火）〜25日
（日）※会期中無休
10:00〜18:00

【OB】
田保橋 淳（昭28年油絵・神奈川県）
志奈 幹雄（昭34年日本画・石川県）
吉田 晨祐（昭34年商デ・東京都）
松田 靖夫（昭35年商デ・大阪府）
小田桐 昭（昭36年商デ・東京都）
酒井 和平（昭37年工デ・石川県）
前
史雄（昭38年日本画・石川県）
村
禎介（昭38年商デ・東京都）
十倉 宗晴（昭39年商デ・神奈川県）
坪根 公司（昭40年油絵・福岡県）
国枝 英男（昭40年商デ・岐阜県）
紺藤 建夫（昭40年工デ・京都府）
祐泉
隆（昭42年商デ・東京都）
大場 久子（昭43年油絵・石川県）
久野 良一（昭43年油絵・千葉県）
大場 吉美（昭43年商デ・石川県）
広瀬 靖久（昭43年商デ・石川県）
久世 建二（昭43年工デ・石川県）
西村 知弘（昭44年工デ・岐阜県）
金田 裕子（昭44年工芸・東京都）
高橋 輝彰（昭46年商デ・石川県）
加藤 高茂（昭46年工デ・愛知県）
北村三恵子（昭46年工デ・京都府）
黒川 鈴代（昭46年工デ・石川県）
中川
衛（昭46年工デ・石川県）
岡
加代（昭48年工芸・石川県）
宮上 一樹（昭50年彫刻・石川県）
伊藤
満（昭50年商デ・山梨県）
木田 裕美（昭50年商デ・奈良県）
根之木英二（昭50年商デ・大分県）
日高 裕子（昭50年商デ・石川県）
杉浦美代子（昭51年油絵・東京都）
前田 昌彦（昭51年油絵・石川県）
浅田 惠子（昭51年商デ・石川県）
川崎 哲夫（昭51年商デ・神奈川県）
黒澤 淳一（昭51年商デ・東京都）
小泉
卓（昭51年商デ・千葉県）
三谷
豊（昭51年商デ・千葉県）
渋谷
寿（昭51年工デ・愛知県）
棒田 和義（昭51年工デ・石川県）
斉藤 和子（昭52年油絵・神奈川県）
三谷 紀子（昭52年油絵・千葉県）
上田さや子（昭52年彫刻・石川県）
山下 明美（昭52年商デ・56年院視覚・岡山県）
棒田 邦夫（昭52年工デ・石川県）
黒柳 弘行（昭53年油絵・愛知県）
御前 智子（昭53年日本画・石川県）
横山
徹（昭53年彫刻・神奈川県）
今西 恵子（昭53年商デ・石川県）
作宮
隆（昭53年商デ・東京都）
徳田 明美（昭53年工芸・石川県）
七尾るみ子（昭54年油絵・石川県）
吉田
昇（昭54年彫刻・群馬県）
白川 郁栄（昭54年商デ・石川県）
宮村 美紀（昭55年商デ・石川県）
本谷 道子（昭55年商デ・群馬県）
奥山 哲三（昭56年油絵・北海道）
菊田
哲（昭56年商デ・石川県）
浅野
隆（昭56年工デ・石川県）
飯尾
豊（昭56年工デ・石川県）
伊勢加津彦（昭56年工デ・石川県）
金谷 正和（昭56年工デ・東京都）
国友
博（昭57年油絵・石川県）
池上
奨（昭57年彫刻・59年院彫刻・石川県）
角谷
修（昭57年商デ・石川県）
むらせまりこ（昭57年工芸・石川県）
島田 由子（昭58年日本画・千葉県）
中川
洋（昭58年彫刻・石川県）
粟津 千恵（昭58年商デ・61年院視覚・京都府）
古田マサキ（昭58年商デ・石川県）
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写真提供：金沢市

古田 紗英（昭58年商デ・60年院視覚・石川県）
崎元 美日（昭59年油絵・石川県）
村居
理（昭59年油絵・61年院油絵・兵庫県）
安田
淳（昭59年油絵・石川県）
佐藤 義浩（昭59年商デ・東京都）
本多 厚二（昭60年彫刻・東京都）
寺井 剛敏（昭60年商デ・62年院視覚・石川県）
小澤 順一（昭60年工デ・岐阜県）
鶴野 俊哉（昭60年工デ・62年院製品・石川県）
中森あかね（昭61年油絵・石川県）
井上 龍彦（昭62年彫刻・平01年院彫刻・奈良県）
細川 一志（昭62年商デ・石川県）
河崎 圭吾（昭62年工デ・石川県）
安房万里子（昭63年日本画・石川県）
大崎 正明（昭63年日本画・福井県）
松岡 睦美（昭63年彫刻・平03年院彫刻・兵庫県）
竹森 久芳（平02年彫刻・04年院彫刻・愛知県）
寺田ひかり（平02年工芸・04年院工芸・石川県）
横江 昌人（平03年油絵・05年院油絵・石川県）
畝野 裕司（平03年商デ・05年院視覚・石川県）
ヒロネアヤコ（平03年商デ・石川県）
宮下 光信（平03年商デ・石川県）
高橋 克典（平04年工デ・石川県）
吉端 義信（平04年工デ・石川県）
藤井 一範（平04年工芸・06年院工芸・富山県）
堀内 千芽（平04年工芸・石川県）
石田 知紀（平05年商デ・京都府）
菅原
聡（平05年工デ・大阪府）
澤田 織歳（平05年工芸・石川県）
澤田 昌代（平05年工芸・石川県）
角居 康宏（平05年工芸・長野県）
安田
薫（平06年日本画・埼玉県）
井上 美佳（平06年彫刻・岐阜県）
青木 小波（平06年工デ・石川県）
浅蔵 一華（平06年工芸・08年院工芸・石川県）
林
泰史（平06年工芸・08年院工芸・石川県）
荻田 文江（平07年日本画・大阪府）
三浦 春代（平07年彫刻・岐阜県）
鈴木 真美（平07年商デ・石川県）
稲垣 揚平（平07年工デ・石川県）
荻田 真司（平07年工デ・大阪府）
根来 貴成（平07年工デ・09年院製品・石川県）
辻本 博紀（平07年工芸・東京都）
本山 二郎（平08年油絵・10年院油絵・石川県）
林
一平（平08年彫刻・石川県）
吉端 小美（平08年商デ・石川県）
池田 武史（平09年工デ・福井県）
黒田 悟志（平09年工デ・石川県）
金子 顕司（平10年油絵・12年院油絵・石川県）
安井 香織（平13年院工芸・富山県）
八十島海斗（平14年彫刻・茨城県）
池田
愛（平16年油画・奈良県）
吉田 千春（平16年油画・石川県）
羽田 純人（平16年院視覚・東京都）
白水麻耶子（平16年工芸・広島県）
青木 邦仁（平17年工芸・19年院工芸・奈良県）
岩間 達也（平18年日本画・東京都）
長谷川友紀（平18年彫刻・石川県）
宮嶋 祐一（平19年日本画・石川県）
瀬尾
誠（平19年工芸・長野県）
前田 博子（平19年院ファッション・福井県）
下野 由花（平20年日本画・石川県）
林
遼（平20年彫刻・22年院彫刻・長野県）
石田千香子（平20年芸術学・22年院芸術学・石川県）
山田紗英子（平21年日本画・23年院日本画・東京都）
西川 俊三（平21年視覚・大阪府）
四井 雄大（平22年工芸・岐阜県）
上野 慈子（平23年視覚・石川県）

Tokyo Ginza
Kanazawa
NewYork

Art Exhibition 2011 by Alumni of Kanazawa College of Art [Art Exhibition of WA-RING]

【在学生】
※選抜された作品が、東京会場（20作品）およびN.Y.会場（10作品）に展示されます。
吉江
寛（日本画1年）
岡田 愛未（院彫刻2年）
山本 千加（環境3年）
山本 有彩（日本画1年）
福永 竜也（院彫刻2年）
寺田
繭（環境3年）
林田眞実子（日本画1年）
伊藤 幸久（院博士彫刻2年） 長柄佳代子（環境3年）
杉本 憲相（日本画2年）
村上 生恵（芸術学2年）
江崎慎一朗（環境3年）
佐藤 智恵（日本画3年）
小川 緩奈（芸術学2年）
田中美佐子（環境3年）
廣瀬
歩（日本画3年）
河崎 祥子（視覚1年）
稲角 明子（環境3年）
山口 侑利（日本画3年）
黒田 侑希（視覚1年）
尾前 由季（環境4年）
三浦佳奈恵（院日本画1年） 梅村 晴香（視覚1年）
岡部 遊哉（環境4年）
吉川友里子（院日本画1年） 石川
平（視覚1年）
浅田 洋一（環境4年）
黒田 明子（院日本画2年） 吉野奈津美（視覚1年）
山崎 智也（環境4年）
辰巳沙矢子（院日本画2年） 山田野歩子（視覚1年）
岩切 翔成（環境4年）
山本 翔平（油画1年）
佐々木耕平（視覚1年）
平松麻里乃（環境4年）
楓
大海（油画1年）
志岐
香（視覚1年）
姚
瑶（環境4年）
川端 美樹（油画1年）
坂川
南（視覚1年）
五藤
優（院環境1年）
壬生麻衣子（油画2年）
大漉 隼人（視覚1年）
岡田
悠（院環境2年）
萩谷 貴之（油画2年）
坂上隆之介（視覚1年）
井上
藍（工芸1年）
玉川 美幸（油画2年）
中田 祐樹（視覚2年）
岡本
萌（工芸1年）
竹内 佑未（油画2年）
山田 菜保（視覚2年）
金保
洋（工芸1年）
吉田 勘汰（油画2年）
志村 洸賀（視覚3年）
田澤 菜摘（工芸1年）
長谷川翔吾（油画2年）
藤本 雅司（製品1年）
田中 陽子（工芸1年）
杉本 花香（油画3年）
酒元 菜摘（製品2年）
中新田絵子（工芸1年）
松尾 高子（油画4年）
松本 麻美（製品2年）
林
舞（工芸1年）
久保ひかる（油画4年）
佐伯 有果（製品2年）
平山 里紗（工芸1年）
堀
至以（油画4年）
橋本
龍（製品2年）
深谷梨香子（工芸1年）
鈴木 瑛道（彫刻1年）
西岡 大貴（製品2年）
松本 詩織（工芸1年）
今西 勇太（彫刻1年）
小林 弘幸（製品2年）
吉永 浩之（工芸1年）
小杉
晶（彫刻1年）
伊藤
駿（製品2年）
岩佐 悠子（工芸2年）
咲花 可歩（彫刻1年）
松嶋
茜（製品2年）
早川 莉央（工芸2年）
山本 江梨（彫刻1年）
川崎 友寛（製品2年）
保杉 愛斗（工芸2年）
亀永 百恵（彫刻1年）
川北 浩嗣（製品2年）
河野 太郎（工芸2年）
岩佐 美希（彫刻1年）
杉本 志織（製品2年）
澤柳 百江（工芸2年）
神谷 桃子（彫刻1年）
関戸 駿介（製品2年）
蚊戸 芳実（工芸3年）
上田 純子（彫刻2年）
野村 元気（製品2年）
豊海 健太（工芸3年）
松本 慎吾（彫刻2年）
三谷 真哉（製品2年）
川端 正美（工芸3年）
山内 祥太（彫刻2年）
西
悠也（製品3年）
柴田 夏来（工芸3年）
山田 あい（彫刻2年）
伊藤 幸花（製品3年）
原田 幸奈（工芸4年）
東原
亮（彫刻2年）
松本 直大（環境1年）
古田 航也（工芸4年）
赤穂
進（彫刻2年）
横山 紗希（環境1年）
西山 雅子（工芸4年）
高塚 亜希（彫刻2年）
谷 佳奈恵（環境2年）
甲斐 愛美（工芸4年）
高野 耀子（彫刻2年）
岡本 孝介（環境2年）
田垣 芳憲（工芸4年）
千鶴 緑也（彫刻2年）
大峯 竣平（環境2年）
左路 奏子（院工芸1年）
吉本
梓（彫刻2年）
安藤 貴文（環境2年）
岩村
遠（院工芸1年）
汲川 洋平（彫刻3年）
西川 千尋（環境2年）
中橋 和也（院工芸1年）
大渕 美幸（彫刻3年）
高井
茜（環境2年）
峯
吉伸（院工芸1年）
遠藤 惇也（彫刻3年）
池上 裕子（環境2年）
前野 嵩弘（院工芸2年）
高崎 洋祐（彫刻4年）
上荒磯優也（環境2年）
黒田 大輔（院工芸2年）
薬師寺舞姫（彫刻4年）
岡田 春香（環境2年）
水野 太介（院工芸2年）
佐藤 宇之（彫刻4年）
野嶋 勇亮（環境2年）
堀江
匠（院工芸2年）
オリリア・フランチェスカ（院彫刻1年） 杉浦 一倫（環境2年）
原田 昌典（院彫刻1年）
浅井保奈実（環境2年）
石田 大喜（院彫刻2年）
寺尾 智朗（環境3年）
※展覧会および出品者情報は2011年5月20日現在のものです。展覧会および出品者は変更になることがあります。
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Kanazawa
プロダクト・環境デザイン展

金沢21世紀美術館 市民ギャラリーB

金沢会場

2011陶磁器展・ようこそギャラリー尾山へ

ギャラリー 尾山 金沢市尾山町13-8 金沢治与門窯スッポン堂尾山神社鳥居前店内
TEL076-262-1006

金沢市広坂1-2-1
9月21日
（水）〜25日
（日）
10:00〜18:00

9月1日
（木）〜30日
（金） 10:00〜20:00

日常の食卓に彩りを添える器の展示
（平02年工芸・04年院工芸・石川県）
寺田ひかり
・西 昌代（平05年工芸・石川県）
浅蔵 一華（平06年工芸・08年院工芸・石川県）
・浅蔵 宏昭（平02年彫刻・04年院彫刻・石川県）

デザイナーのデザインに対する「 考 察と理 念 」を伝えます。
塚本カナエ（平03年工デ・大阪府）
平野 拓夫（前学長・東京都)
吉端 義信（平04年工デ・石川県）
清水 吉治（昭34年工デ・埼玉県）
入矢 真一（平05年工デ・東京都）
藤村 盛造（昭38年工デ・千葉県）
結城 康和（平05年工デ・静岡県）
豊永 俊之（昭41年工デ・東京都）
久世 迅（平06年工デ・東京都）
田中 寛志（昭42年商デ・石川県）
稲垣 揚平（平07年工デ・石川県）
中山 卓郎（昭45年工デ・東京都）
根来 貴成（平07年工デ・09年院製品・石川県）
金田 博（昭46年工デ・東京都）
大瀬戸葉子（平08年工デ・大阪府）
圓角 秀世（昭47年工デ・東京都）
笠野 門藤（平08年工デ・兵庫県）
川崎 和男（昭47年工デ・大阪府）
五十苅智志（平10年工デ・静岡県）
藤野 雅（昭47年工デ・石川県）
倉本 仁（平11年工デ・東京都）
明上 誠治（昭47年工デ・大阪府）
一瀬 圭介（平14年環境・東京都）
大橋 武志（昭48年工芸・石川県）
福定 良佑（平14年製品・ミラノ）
岩井庸之介（昭52年工デ・石川県）
山田 和美（平14年製品・大阪府）
内堀 法孝（昭54年工デ・長野県）
藤登 崇紘（平15年製品・東京都）
國本 桂史（昭54年工デ・愛知県）
大谷 祐介（平16年製品・東京都）
秋田 満穂（昭55年工デ・静岡県）
徳本 尚哉（平16年製品・大阪府）
浅野 隆（昭56年工デ・石川県）
飯尾 豊（昭56年工デ・石川県）
福田真理子（平16年製品・福井県）
間瀬 陽介（平16年製品・愛知県）
金谷 正和（昭56年工デ・東京都）
南山 心（平16年製品・神奈川県）
高尾 茂行（昭56年工デ・大阪府）
山口 智宏（平16年環境・東京都）
豊島 秀一（昭56年工デ・兵庫県）
日原 広一（昭56年工デ・宮城県）
吉峯 俊輔（平16年製品・富山県）
松岡 繁（昭56年工デ・大阪府）
瀬木 雅博（平17年製品・東京都）
西川 規理（平17年製品・大阪府）
矢口 忠憲（昭56年工デ・富山県）
綿貫 達朗（昭56年工デ・石川県）
柳井 友一（平17年製品・岐阜県）
角谷 修（昭57年商デ・石川県）
佐藤 匡（平19年製品・東京都）
坂井 晃（昭57年工デ・東京都）
竹本 剛（平19年製品・愛知県）
坂野 博行（昭57年工デ・千葉県）
中村加奈恵（平19年製品・東京都）
高屋喜久子（昭57年工デ・石川県）
矢島 幹生（平19年製品・神奈川県）
丸山 直人（昭57年工デ・富山県)
飯田 都（平20年製品・東京都）
吉田 茂雄（昭57年工デ・石川県）
南野 智之（平20年製品・愛知県）
宮田 匡之（昭58年工デ・大阪府）
山本 侑樹（平20年製品・東京都）
桜井 智治（昭59年工デ・和歌山県）
横関 亮太（平20年製品・東京都）
服部 泰幸（昭59年工デ・静岡県）
井上 悠生（平21年製品・大阪府）
有光 隆也（昭60年工デ・東京都）
荻下 直樹（平21年製品・東京都）
河崎 圭吾（昭62年工デ・石川県）
青山 咲子（平22年製品・大阪府）
平野 浩史（昭62年工デ・静岡県）
古木 大樹（平22年製品・大阪府）
藤木 武史（昭63年工デ・大阪府)
中山 雄介（平23年製品・京都府）
小田 兼弘（平03年工デ・静岡県）
村井 陽平（平23年製品・大阪府）
小笹 哲哉（平03年工デ・静岡県）
坂本 英之（環境デ教授・石川県）
清水 洋平（平03年工デ・神奈川県）
鍔 隆弘（環境デ教授・石川県）

金沢美大柔道部OB作品展

ガレリア ポンテ 金沢市野町1-1-44 宮本ビル1F
TEL076-244-6229
9月17日
（土）〜26日
（月）期間中無休
10:00〜18:00（ 最終日12:00まで）

工芸、絵画等、バラエティーに富んだ作品展
志奈 幹雄（昭34年日本画・石川県）埜谷 勉（昭40年油絵・石川県） 遠田 聖二（昭45年彫刻・石川県）
新谷 仁彦（昭36年彫刻・石川県） 清水 昭治（昭42年工デ・石川県） 小網 重一（昭46年日本画・石川県）
前 史雄（昭38年日本画・石川県） 北岡 務（昭43年彫刻・石川県） 西田 吉隆（昭48年日本画・石川県）
山岸 恒明（昭39年日本画・石川県）久世 建二（昭43年工デ・石川県） 村中外志雄（昭48年商デ・石川県）
原田 実（昭39年工デ・石川県） 林 隆志（昭44年日本画・石川県）森田 英（昭50年日本画・石川県）

石川雄太 個展

ーYUTA ISHIKAWA Solo Exhibitionー
kapo gallery

金沢市小将町1-11 山越サンアートビル内
TEL080-3745-6540（MOJO CAFE）
9月14日
（月）〜25日
（日）
11:00〜17:00
※変更の場合あり

24

石川雄太による
立体・映像作品の発表
石川 雄太（金美院彫刻2年）

ふたり TEN

般若芳行 個展

中井弥生子展

ギャラリー アルトラ

ギャラリー 櫻井

木の素材を最大限に活かした創作家具
般若 芳行（平06年工デ・長野県）

キャンバスに（アクリル）
ナイフでの抽象作品
中井弥生子（昭50年油絵・石川県）

盧慶美 藍染「碧凪」

棒田和義 陶板アート展

金沢市田上2-84 TEL076-222-8206
9月2日
（金）〜7日
（水）
11:00〜18:00（ 最終日17:00まで）

金沢市田上2-84 TEL076-222-8206
9月9日
（金）〜14日
（水）
11:00〜18:00（ 最終日17:00まで）

金沢市下堤町7 アルトラビル3F TEL076-231-6698
9月15日
（木）〜25日
（日）
期間中無休
11:00〜18:00
（最終日17:00まで）

Gallery 颯

金沢市広坂1-9-11 TEL076-262-0628
9月1日
（木）
〜30日
（金）
不定休

Gallery 颯

オープニング
パーティ
9月3日
（土）
16：30〜18:00

碧のある風景と刻み込まれた嵐絞り染とのコラボレーション
盧 慶美（平14年院工芸・石川県）

ひといろ展

自然の風景や街角を描いた陶板画アート展
棒田 和義（昭51年工デ・石川県）

扇田克也展

Gallery 颯

ギャラリー 点

ʻひとʼをテーマにした油彩、彫刻、
ドローイング
松井 朋（金美油画4年・石川県）
谷澤まどか（金美彫刻4年・石川県）

ガラスその他による立体作品
扇田 克也（昭55年工芸・石川県）

金沢市田上2-84 TEL076-222-8206
9月23日
（金・祝）〜28日
（水）
11:00〜18:00（ 最終日17:00まで）

金沢市入江2-243 TEL076-292-2140
9月3日
（土）〜25日
（日）木曜休館
12:00〜19:00（ 最終日17:00まで）

3つの世界へ〜

ギャラリー トネリコ
（1F)・トネリコの枝（2F）

金沢市池田町3-30 1F/2F
TEL076-231-2678
9月17日
（土）〜25日
（日）
水曜休廊 11:00〜18:00
（日曜のみ12:30〜18:30）

女性陶芸作家3人組「陶屋」による作品展
（平02年工芸・04年院工芸・石川県）
寺田ひかり
・西 昌代（平05年工芸・石川県）
浅蔵 一華（平06年工芸・08年院工芸・石川県）

染織陶3人展─タイムカプセルを開けてみました─

菊乃や

トネリコの枝 金沢市池田町3-30 2F TEL076-231-2678

おやこによる、
はんがとうつわ
宮上 一樹（昭50年彫刻・石川県）
・宮上 瑞代

小嶋 ゆか（昭61年工芸・石川県）
・魚 美和子（昭62年工芸・石川県）
小澤真貴子（昭62年工芸・石川県）

金沢市主計町3-22 TEL076-287-0834
9月16日
（金）〜19日
（月・祝）
11:00〜17:00
（最終日16:00まで）

9月30日
（土）〜10月9日
（日）水曜休廊 11:00〜18:30（日曜のみ12:30〜）

染織陶の3人による小品展

※展覧会および出品者情報は2011年5月20日現在のものです。展覧会および出品者は変更になることがあります。
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Kanazawa
「五人展」

JOSE VANEGAS（ホセ・バネガス）展

KAMS DISCUSSION（仮）

金沢市東山2-1-7
TEL076-252-3896
9月6日
（火）〜11日
（日）
10:00〜18:00
（最終日16:00まで）

金沢市石引2-7-10 TEL076-222-5960
9月12日（月）〜24日（土）
日曜定休
11:30〜15:00／
17:30〜24:00

金沢市竪町31
9月1日
（木）
〜30日
（金）
11:00〜17:00
※変更の場合あり

ギャラリー 椋

JO-HOUSE 石引

油絵・日本画卒業の女子グループ
春日 富（昭50年日本画・東京都）
・福野 景子（昭50年日本画・千葉県）
・野村 節子（昭50年油絵・石川県）
南 則子（昭50年日本画・石川県）
村上 恵子（昭50年油絵・石川県）

コロンビア出身、ホセ・バネガスに
よる版画と彫刻小品の展示
ホセ・バネガス（昭58〜60年彫刻研修生・スペイン）

高岡栄司個展

金沢美大ラグビー部OB作品展

松嶋雅子・松岡睦美 2人展

ギャラリー 点

金沢市入江2-243 TEL076-292-2140
9月3日
（土）〜25日
（日）木曜休館
12:00〜19:00（ 最終日17:00まで）

木彫による作品展開
高岡 栄司（平11年彫刻・鹿児島県）

ギャラリー 椋

金沢市東山2-1-7 TEL076-252-3896
9月18日
（日）〜24日
（土）
10:00〜17:00（ 最終日16:00まで）

欅・東海の仲間たち展

東海支部として42回の実績での移動展

おみやげ

黄金の国ジパング〜マルコポーロの至宝〜

奥村美嗣石彫展 in 三光寺

ラグビー部OBによる幅広いジャンルの展覧会
丹羽 俊揮（平06年彫刻・石川県）
埜谷 朗（平06年工芸・08年院工芸・石川県）
林 泰史（平06年工芸、08年院工芸・石川県）
上森 功規（平08年商デ・大阪府）
原山 健一（平08年工芸・岐阜県）
小林 友子（平10年工芸・滋賀県）
外山 雅暁（平10年工芸・12年院工芸・東京都）
中井 文平（平12年彫刻・奈良県）ほか

A.I.T.K.─問屋まちスタジオ作家展

谷 昭二展 SCENE I

金沢市問屋町1-90
9月16日
（金）〜25日
（日）11:00〜18:00

金沢市尾張町1-6-10 TEL076-263-2763
9月10日
（土）〜17日
（土）木曜休廊
10:00〜18:00

問屋まちスタジオ

問屋まちスタジオを拠点に活動する現代アート作家達による作品展
𡈽方 大（金美院彫刻1年・石川県）
久恵真由美（平21年彫刻・23年院彫刻・石川県）ほか

むらせまりこ ちいさな絵展 SCENE II

人物や静物を中心にした
油彩やパステルを展示
井上 栄一（平18年油画・20年院油画・石川県）

山中國盛 色絵旬彩展

博物館をイメージした作品展示と小品の販売

みみずくを中心に
石器などを展示します。
奥村 美嗣（昭47年彫刻・石川県）

九谷無鉛釉薬を使用し 野に遊ぶを題材にした作陶展
山中 國盛（昭50年油絵・石川県）

木・ガラス・土のトライアングル

JO-HOUSE 高尾台 金沢市高尾台1-111 TEL076-296-0245
9月12日
（月）〜25日
（日）木曜定休 11:00〜22:00

3人の作家による木工、ガラス、焼き物の作品展

・寺田ひかり
（平02年工芸・04年院工芸・石川県）
木下 輝夫（昭44年商デ・石川県）
渡部 匡人（平04年工芸・石川県）

井上栄一洋画展

わたしの想い、わたしの
風景 17.5cmの絵
（昭57年工芸・石川県）
むらせまりこ

金沢市尾張町1-6-10 TEL076-263-2763
9月18日
（日）〜25日
（日）木曜休廊
10:00〜18:00

ひろた美術画廊

三原 愛子（平22年工芸・石川県）
・四井 雄大（平
22年工芸・石川県）
・舘 葉月（平23年工芸・石川県）

油彩 カサブランカの
花、水彩 白山など
谷 昭二（昭25年油絵・石川県）

ひろた美術画廊

三光寺

金沢市野町1-3-5 TEL076-241-9959
9月18日
（日）
〜25日
（日）
10:00〜18:00

high collar（はいかるぁ）

high collar（はいかるぁ）

ギャラリーショップ&カフェ コニーズアイ

金沢市武蔵町4-2 TEL076-204-8431
9月1日
（木）
〜19日
（月・祝）
月曜火曜定休・
祝日は営業
11:00〜18:00

金美彫刻院生による作品展示と公開プレゼン
・馬医 大輔（金美
石川 雄太（金美院彫刻2年・石川県）
・福永 竜也（金美院彫刻2年・石川県）
院彫刻2年・石川県）

NIWA SHUNKI gallery 金沢市窪4-428-3 TEL076-280-2839
9月3日
（土）〜16日
（金） 期間中無休 13:00〜17:00

彫刻専攻卒業生2人の作品展 石彫など
松嶋 雅子（昭63年彫刻・平02年院彫刻・石川県・向雅子）
松岡 睦美（昭63年彫刻・平03年院彫刻・兵庫県）

きんしんギャラリー
（金沢信用金庫本店） 板村 忠也（昭33年陶磁・愛知県）
金沢市南町3-1 南町中央ビル2F
高橋 一正（昭35年油絵・三重県）
8月30日
（火）〜9月4日
（日）
高橋 徑子（昭35年油絵・三重県）
10:00〜18:00（ 最終日15:00まで）
吉村 純功（昭35年油絵・三重県）
渡辺久仁子（昭37年日本画・愛知県）
日隈 正剛（昭37年油絵・愛知県）
秋田 晃男（昭40年彫刻・愛知県）
国枝 英男（昭40年商デ・岐阜県）
尾田原茂稔（昭40年工デ・愛知県）
山本 敏子（昭41年工デ・愛知県）
松下 勝正（昭42年日本画・愛知県）
西村 知弘（昭44年工デ・岐阜県）
牧野 勝（昭44年工デ・愛知県）
小網 重一（昭46年日本画・石川県）
松村 憲一（昭46年油絵・愛知県）
加藤 高茂（昭46年工デ・愛知県）
渋谷 寿（昭51年工デ・愛知県）
黒柳 弘行（昭53年油絵・愛知県）
柴田 郁代（昭54年油絵・愛知県）
山本みどり（昭55年彫刻・58年院彫刻・岐阜県）
堀江 忠史（平02年工芸・愛知県）
野村 みか（平07年日本画・愛知県）
三好 信康（平08年油絵・愛知県）
秋友 美穂（平10年工芸・12年院工芸・石川県）
岡 順子（平13年彫刻・愛知県）
中根 悠圭（平15年油画・石川県）
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竪町アートスペース
（TAS）

金沢市森戸1-103 TEL076-240-0007
9月9日
（金）〜19日
（月・祝）
水曜休廊 10:00〜19:00（ 最終日17:00）

金沢市森戸1-103
TEL076-240-0007
9月8日
（木）
〜13日
（火）
10:00〜19:00

宮下和司 日本画展

ひろた美術画廊 I

金沢市森戸1-103
TEL076-240-0007
9月17日
（土）
〜27日
（火）
水曜休廊
10:00〜19:00
（最終日17:00）

身近にある風景や草花をモチーフにした小品
宮下 和司（平01年日本画・03年院日本画・石川県）

「実り」を描く 小さな絵画展
めいてつ・エムザ 美術サロン

金沢市武蔵町15-1 めいてつ・エムザ5F
TEL076-260-2151
8月31日
（水）〜9月6日
（火）
10:00〜20:00（ 最終日17:00まで）

秋の実りをテーマにして、0号・SM〜6号の
日本画、油彩を発表するグループ展
山本 宏幸（昭63年日本画・平03年院日本画・石川県）
新家 康代（平05年日本画・石川県）
百々 雅美（平05年日本画・07年院日本画・石川県）
山本 順子（昭63年油絵・平02年院油絵・石川県）
横江 昌人（平03年油絵・05年院油絵・石川県）
※展覧会および出品者情報は2011年5月20日現在のものです。展覧会および出品者は変更になることがあります。
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Kanazawa

New York
Upper West Side

金沢育ちのクラフト達展

New York

クラフトA ギャラリー

金沢市武蔵町15-1 めいてつ・エムザ5F TEL076-260-2495
9月7日
（水）〜20日
（火）期間中無休
10:00〜20:00（ 最終日16:00まで）
陶、木、ガラス、金属のクラフト作家8人展
金子 れい（平12年工芸・愛知県）
木下 輝夫（昭44年商デ・石川県）
角居 康宏（平05年工芸・長野県）
戸出 雅彦（昭63年工芸・石川県）
藤原 啓祐（平02年工芸・福島県）
安井 律雄（昭62年工芸・滋賀県）
安井 未星（昭62年工芸・滋賀県）
渡部 匡人（平04年工芸・石川県）

グラフィックアート、
インスタレーション
東田 修一（昭51年商デ・石川県）

Upper East Side

福井県立美術館 第3展示室

e.
Av
th
W2

6th

e.
Av

「わart展」会場
Onishi Gallery

福井市文京3-16-1 TEL0776-25-0452
9月8日
（木）〜11日
（日）
9:00〜17:00（ 最終日15:00まで）

Midtown East

5th

'11金沢美術工芸大学同窓会
福井支部展

Manhattan

10

番外編
（エリアが異なります）

Hudson
River

St.

NY Coo Gallery

Chelsea
福井支部20名が平面・立体等の
新作を約45点発表

New York
合同企画展 わart展 N.Y.

Greenwich Village

Soho

Art Exhibition 2011 by Alumni of Kanazawa College
of Art [Art Exhibition of WA-RING]

Broadw
ay

金沢市山の上町25-8
（卯辰山中腹）
TEL076-251-7411
9月15日
（木）
〜25日
（日）
火曜・水曜休廊
11:00〜18:00

http://bit.ly/jse0oA

Midtown West

井

山ノ上ギャラリー

Google Map

福

東田修一展

Central Park

Nolita

Madison
Square Park
Gramarcy

East
River

East Village

Onishi Gallery

521 West 26th Street, New York, NY 10001
TEL.212-695-8035
Sep.8（ thu）〜Sep.22（ thu）
11：00〜18：00（ sun/mon close）

Little Italy
工芸三人展 〜久世建二・中川 衛・前 史雄〜

Opening Reception :
Sep.8（ thu）18：00〜20：00

【OB】
田保橋 淳（昭28年油絵・神奈川県）
志奈 幹雄（昭34年日本画・石川県）
吉田 晨祐（昭34年商デ・東京都）
松田 靖夫（昭35年商デ・大阪府）
小田桐 昭（昭36年商デ・東京都）
前
史雄（昭38年日本画・石川県）
十倉 宗晴（昭39年商デ・神奈川県）
坪根 公司（昭40年油絵・福岡県）
国枝 英男（昭40年商デ・岐阜県）
紺藤 建夫（昭40年工デ・京都府）
大場 久子（昭43年油絵・石川県）
大場 吉美（昭43年商デ・石川県）
広瀬 靖久（昭43年商デ・石川県）
久世 建二（昭43年工デ・石川県）
山田依理子（昭44年油絵・奈良県）
金田 裕子（昭44年工芸・東京都）
北村三恵子（昭46年工デ・京都府）
中川
衛（昭46年工デ・石川県）
木田 裕美（昭50年商デ・奈良県）
根之木英二（昭50年商デ・大分県）
日高 裕子（昭50年商デ・石川県）
杉浦美代子（昭51年油絵・東京都）
黒澤 淳一（51年商デ・東京都）
三谷
豊（昭51年商デ・千葉県）
渋谷
寿（昭51年工デ・愛知県）
斉藤 和子（昭52年油絵・神奈川県）
三谷 紀子（昭52年油絵・千葉県）
上田さや子（昭52年彫刻・石川県）
棒田 邦夫（昭52年工デ・石川県）
坂井 達省（昭53年彫刻・長野県）
作宮
隆（昭53年商デ・東京都）
徳田 明美（昭53年工芸・石川県）
七尾るみ子（昭54年油絵・石川県）
白川 郁栄（昭54年商デ・石川県）
本谷 道子（昭55年商デ・群馬県）
飯尾
豊（昭56年工デ・石川県）
西川 明男（昭59年商デ・千葉県）
内田
智（昭59年工デ・アメリカ）
小澤 順一（昭60年工デ・岐阜県）
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KOUGEI Three Masters Exhibition
〜Kenji KUZE・Mamoru NAKAGAWA・Fumio MAE〜
Onishi Gallery

Tokyo Ginza
Kanazawa
NewYork

Art Exhibition 2011 by Alumni of Kanazawa College of Art [Art Exhibition of WA-RING]

鶴野 俊哉（昭60年工デ・62年院製品・石川県）
嶋 恵美子（昭61年油絵・富山県）
井上 龍彦（昭62年彫刻・平01年院彫刻・奈良県）
高垣 勝康（昭62年彫刻・平01年院彫刻・奈良県）
（昭62年彫刻・奈良県）
高垣 リミ
安房万里子（昭63年日本画・石川県）
大崎 正明（昭63年日本画・福井県）
松岡 睦美（昭63年彫刻・平03年院彫刻・兵庫県）
釣谷 幸輝（平02年油絵・04年院油絵・富山県）
寺田ひかり（平02年工芸・04年院工芸・石川県）
（平03年商デ・石川県）
ヒロネアヤコ
藤井 一範（平04年工芸・06年院工芸・富山県）
堀内 千芽（平04年工芸・石川県）
菅原
聡（平05年工デ・大阪府）
角居 康宏（平05年工芸・長野県）
田路 桂子（平05年工芸・兵庫県）
井上 美佳（平06年彫刻・岐阜県）
浅蔵 一華（平06年工芸・08年院工芸・石川県）
熊崎 信也（平14年視覚・山梨県）
熊崎
優（平14年視覚・山梨県）
田中 祐江（平15年工芸・17年院工芸・岐阜県）
池田
愛（平16年油画・奈良県）
岩間 達也（平18年日本画・東京都）
岩元 俊樹（平19年彫刻・21年院彫刻・愛知県）
池野江津子（平19年工芸・奈良県）
瀬尾
誠（平19年工芸・長野県）
林
遼（平20年彫刻・22年院彫刻・長野県）
【在学生】
※選抜された現役学生の作品が、
10作品展示されます。

M.NAKAGAWA

521 West 26th Street,
New York, NY 10001
TEL212-695-8035
Sep.8（ thu）〜Sep.22（ thu）
11:00〜18:00
（sun/mon close）
Opening Reception :
Sep.8（ thu）18：00〜20：00

石川を代表する金沢美大OB三人の工芸展

K.KUZE

久世 建二（昭43年工デ・石川県）
中川 衛（昭46年工デ・石川県）
前 史雄（昭38年日本画・石川県）

F.MAE

21 SPIRITS OF KANAZAWA
NY Coo Gallery

1133 Broadway #335 New York, NY 10010 TEL212-380-1149
Sep.7（ wed）〜Sep.24（ sat） 12:00〜18:00（ sat 〜17:00）
（sun/mon close）
Opening Reception :
Sep.8（ thu）17：00〜19：30

平面、立体、様々なジャンル 21の魂

小田桐 昭（昭36年商デ・東京都）
久野 良一（昭43年油絵・千葉県）
奥村 美嗣（昭47年彫刻・石川県）
鈴木 治男（昭49年油絵・石川県）
深村 泰子（昭50年日本画・石川県）
中井弥生子（昭50年油絵・石川県）
横山 徹（昭53年彫刻・神奈川県）
作宮 隆（昭53年商デ・東京都）
吉田 昇（昭54年彫刻・群馬県）
本谷 道子（昭55年商デ・群馬県）
池上 奨（昭57年彫刻・59年院彫刻・石川県）
（昭57年工芸・石川県）
むらせまりこ
中川 洋（昭58年彫刻・石川県）
安田 薫（平06年日本画・埼玉県）
青木 小波（平06年工デ・石川県）
林 泰史（平06年工芸・08年院工芸・石川県）
林 一平（平08年彫刻・石川県）

渡辺 秀亮（平08年彫刻・11年院彫刻・石川県）
磯貝 泰隆（平11年彫刻・13年院彫刻・愛知県）
八十島海斗（平14年彫刻・茨城県）
池田 愛（平16年油画・奈良県）

※展覧会および出品者情報は2011年5月20日現在のものです。展覧会および出品者は変更になることがあります。
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SCHEDULE
8/

◯数字は掲載ページ

9/1
mon tue wed thu

Tokyo.Ginza

29 30 31

2

fri

3

sat

4

5

6

7

8

9

sun mon tue wed thu

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

fri

sat

sun mon tue wed thu

fri

sat

sun mon tue wed thu

fri

sat

sun mon tue wed thu

fri

作宮 隆&AICO(杉田 明維子)展 〜イノリのかたち〜④
ギャラリー ミハラヤ

嶋 恵美子展④

Oギャラリー UP･S

Primitive 2011 松村あらじん（俊男）個展④

「TRIO DE ART」三人展 濱田忠志・久野良一・熊野茂夫④

ギャラリー いず

ギャラリー いず

「喜寿 まできました…」二人展④
ギャラリー 杉野

冨長 敦也 新作展④
ギャ ラリー ゴトウ

横山徹 彫刻展④
ギャラリー ムサシ

1st④

△展④

銀座 芹川画廊

銀座 芹川画廊

新庄憲 彦「京都の風景」展④
小野画廊

金子顕司個展⑤
猫

アート

小波 #01⑤

純画廊

絵声V展⑤

スペース 銀座ワン

藤田由理個展「夢追い人の空想曲」⑤
ギャラリー 銀千

ギャラリー 銀千

榊原 正修・富田 伸介二人展⑤

指田隆行 &えり子「緑の惑星」展⑤

ギャラリー La Mer

ギャラリー La Mer

三谷 紀子個展⑤

ART GALLERY 石

徒然 なるジュエリー達⑤
銀座

安田 薫展 ーKANAZAWAー⑤

静鹿ギャラリー

EHARA GALLERY

カツヤマ・シマダ 2人展⑤
Gallery 銀座一丁目

Object=F

TODAY'S CAFE⑤
Gallery 銀座一丁目

ace 涌水 清似顔絵展⑤

ギ ャラリー 403

日々と

悩みとその裏返し⑥

ギ ャラリー 松林

藤岡美知子

PLAT

FORM STUDIO

2011年海老と⑥
Gallery Q

「ネコにおしえてもらったこと」⑥
バートック ギャラリー

舞台衣装展「ballad」⑥

イラストレーション イラストレーション
零∞
（ゼロ

曼陀羅
ギンザ

ーdoublesー 佐藤俊介X石崎誠和 日本画展⑥
藤屋画廊

イラストレーション 展 ⑥
ハチ）

戯機 田保橋淳展⑥
ギャラリーハウス

森勝資作陶展⑥

第15回 秋田雄峰

ギャラリー・銀座マッシュー

墨彩画&モノタイプ展⑥

アートギャ ラリー 銀座

富山有志の会展⑥
ミレージャギャラリー

白水悠一郎展⑦

辻優子展⑦

ギャラリー 枝香庵

ギャラリー 枝香庵

山本冬彦コレクション展（金沢美大卒業生作品）⑦
ギャラリー 枝香庵

棚瀬修次個展⑦

五味 祥子・油彩展⑦

銀座 井上画廊

森岡希世子個展⑦

銀座 井上画廊

松屋銀座 7F 遊びのギャラリー

小龍ノ会＜日本画18人展＞⑦
松屋銀座 7F 美術画廊

川畑 太展⑦

ギャラリー アート もりもと

杉浦美代子個展 翔馬⑦
創画廊

彫刻11人展⑧
ギャラリー 青羅

長島伸夫ねこ作品展⑧
ギャラリー おかりや

四宮敏行展⑧

ギャラリー オカベ

クニト個展⑧
名雪園代 漆展⑧

桜窯 陶磁

銀座煉瓦画廊

Gallery-58

二人展 藤原正夫・喜一郎⑧
銀座煉瓦画廊

中西 和の世界展⑧
ギャラリー 桜の木

秋に集う ─工芸科の仲間達展⑧
AC, GALLERY

佐野隆美 木版画展⑨
文藝春秋画廊 ザ・セラー

児林素樹個展⑨
銀座 柴山画廊

〜
〜
横山ファミリー展〜5Winds〜⑨
〜
〜

P o w e l（
l パウエル）2 0 1 1 ⑨

銀座アートスペース

銀座アートスペース

山口幹也 仏像彫刻展⑨
ギャラリー 悠玄（2F）

祈りー自然との共生 二川和之展⑨
ART GALLERY TENSHIN

村田 省藏個展⑨
ギャラリー一枚の繪

羽場文彦展⑨
GALERIE SOL

吉田絹代の絣展⑨
ギャルリー 志門

オイル96⑩
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8/29 30 31 9/1
mon tue wed thu

ー空の色・ 街の色ー 山内比呂子展⑩

画廊 るたん

2

fri

3

sat

4

5

6

7

8

sun mon tue wed thu

的場光晴展⑨
GALERIE SOL

坂井孝正個展⑨
ギャルリー 志門

画廊 るたん

9

fri

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
sat

sun mon tue wed thu

fri

sat

sun mon tue wed thu

fri

sat

sun mon tue wed thu

fri

※展覧会および出品者情報は2011年5月20日現在のものです。展覧会および出品者は変更になることがあります。
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Tokyo.Ginza

29 30 31

2

fri

3

sat

4

5

6

7

8

sun mon tue wed thu

9

fri

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
sat

sun mon tue wed thu

fri

sat

sun mon tue wed thu

fri

sat

sun mon tue wed thu

fri

木谷安憲展⑩

ガレリア・グラフィカ bis

徳田悦男 個展「無邪気な子供達」⑩
薔薇画廊

本多厚二 個展「空中オルゴオル」⑩
ギャ ラリー スペース Q

欅の仲間14人展⑩
銀座幸伸ギャラリー

石井明光個展⑩
新井画廊

安田淳展 〜もうひとつの現実〜⑩

第1期「kanabi/kokuga/kunugi」展⑩
櫟（くぬぎ）画廊

シロタ画廊

第2期

釣谷幸輝・名嶋憲児二人展⑪
ギャラリー 惣

わたなべ孝子 版画展⑪
グループ

金沢美大によるパッケージデザイン展⑪

十一月画廊

展 happy box 3⑪

画廊 宮 坂

金沢美大銀座サテライトギャラリー⑪

銀座アートホール 2F

板坂健 彫刻展⑪

銀座アートホール 2F

銀座アートホール 1F

合同企画展 わart展 東京⑫⑬
銀座アートホール 1F

Mask

大展覧会パーティ
パセラリゾーツ銀座店

art 舘成樹 創作仮面展⑪
STAGE銀座

DESIGN ＋ 國本 桂史⑪
ギャラリー ナミキ

四人四色／色・艶・彩・iro展 竹綱章浩・黒澤淳一・戸部義盛・池田博範⑭
小野路の花たち⑭

ギャラリーナミキ

月光荘 画室1

´
Pennelli展⑭
月光荘 画室2

徳田明美展・陶⑭
月光荘 小画箱

アイルランド素描展⑭
月光荘 こんぱる前室

徳田明美展・陶⑭

月光荘 こんぱる中室

アサダ＊オダ ファミリー展⑭
月光荘 こんぱる後室

北川宏人 特別小展⑭
東京画廊＋BTAP応接室

花を愛で鳥と遊び、風に舞い月を想う「花鳥風月の四人展」⑭
兜屋画廊

コフネコトモ子展⑮

平田達哉個展 ─かたち〜情景へ─⑮

8/8〜
ART FOR THOUGHT

〜10/1

ART FOR THOUGHT

budding ─日本画四人展─⑮
GALLERY ART POINT

樫尾聡美・阪井ひとみ 2人展⑮
exhibit Live & Moris gallery

堀江タ ダシ・染織造形展⑮
千疋屋ギャラリー

稲田峻 日本画展〜時に舞う〜⑮
林田画廊

相沢まり子・根木山和子二人展⑮
ギャラリー くぼた 6F

『われら団塊の世代』展⑮
並樹画廊

海野博子 個展 ─彼方から彼方へ─⑮
高瀬昭男個展⑮

ギャルリー ソレイユ

アートスペース 繭

跡（ART）展⑯

ギャラリー くぼた 別館

杢漆・ガラス・蒔絵の三人展⑯
SILVER SHELL

日本画5人展⑯

アートスペース 羅針盤
art spa

映像展⑯

ce kimura ASK?

Kanazawa Sa telite Art Project 鈴木浩之展⑯
ASK? P

中井弥生子展⑯
K's Gallery

鈴木治男展⑰
ギャラリー 檜 B

中山美恵展⑰
ギャラリー 檜 C

松崎十朗 個展⑰
西邑画廊

金沢の「箔」に─山本宏幸 日本画展⑰
大丸東京店 10階アートギャラリー

プロダクト・環境デザイン展 東京会場⑰
有楽町朝日ギャラリー

冨田憲二・山本明良 彫刻展⑱
日本橋高島屋 6階美術画廊

山下和子展⑱

Shonandai My Gallery

六箔五日 ─金沢美大グラフィックデザイン6人展─⑱
浅草LIONビル 1〜3階

戸出雅彦 個展⑱
ギャラリー MITATE

木下輝夫個展（ウッドスカルプチャー小品展）⑱
MEISTER マイスター

20展⑱
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ギャラリーカフェ アルル。

2

fri

3

sat

4

5

6

7

8

sun mon tue wed thu

9

fri

棒田和義 陶板アート展⑱
ギャラリーカフェ アルル。

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
sat

sun mon tue wed thu

fri

sat

sun mon tue wed thu

fri

sat

sun mon tue wed thu

fri

※展覧会および出品者情報は2011年5月20日現在のものです。展覧会および出品者は変更になることがあります。
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Kanazawa

29 30 31

2

fri

3

sat

4

5

6

7

8

sun mon tue wed thu

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

fri

sat

sun mon tue wed thu

fri

sat

sun mon tue wed thu

fri

sat

sun mon tue wed thu

fri

加茂那奈枝 作品展〜大地の言葉〜⑱
「あかりメッセージ」⑱

アートプラザ みらい

金沢ザワザワ「装丁」展⑱

石川国際交流サロン

森の二しずく⑲

〜10/2
石川国際交流サロン

石川国際交流サロン

お寺の挿し絵展⑲
今井金箔 本店

いろいろ小物展⑲
今井金箔 広坂店

クリエーターのひきだし in「むびぐみ11」⑲

〜10/2

金沢アートグミ

それぞれの箱展⑲
As baku

金工四人展⑲

金沢・クラフト広坂
・金沢市庁舎 ・石

第21回 金沢現代彫刻展⑲

川県政記念 しいのき迎賓館 ・石川四高記念文化交流館 ・石川県中央公園 ・犀川緑地（桜橋犀川大橋間右岸）

吉田千春個展「お花畑に集まれ」⑲ アイルランド素描展⑲
金沢市民芸術村 里山の家

曼陀羅貼札 田保橋淳展⑳

映像展⑳

金沢21世紀美術館

金沢市民芸術村 アート工房 〜10/2

金沢21世紀美術館 市民ギャラリーB

金沢美大OBによるパッケージデザイン展㉑
金沢21世紀美術館 市民ギャラリーB

合同企画展 わart展 金沢㉒㉓

金沢21世紀美術館 市民ギャラリーB
大展覧会パーティ
カフェレストラン "Fusion21"

プロダクト・環境デザイン展 金沢会場㉔
金沢21世紀美術館 市民ギャラリーB

アート・オーディション2011⑳

〜10/23

金沢美術工芸大学 アートギャラリー

秋友美穂 銀の手仕事 展㉑
金澤町家職人工房 東山

神谷麻穂・山田菜穂子二人展〜はなのころ〜㉑
カフェ&ギャラリー ミュゼ

金沢美大柔道部OB作品展㉔
ガレリア ポンテ

石川雄太 個展ーYUTA ISHIKAWA Solo Exhibitionー㉔
kapo gallery

ふたり TEN㉔
菊乃や

2011陶磁器展・ようこそギャラリー尾山へ㉕
ギャラリー 尾山

般若芳行 個展㉕
ギャラリー アルトラ

中井弥生子展㉕
盧慶美 藍染「碧凪」㉕

棒田和義 陶板アート展㉕

Gallery 颯

Gallery 颯

ギャラリー 櫻井

ひといろ展㉕
Gallery 颯

扇田克也展㉕
ギャラリー 点

高岡栄司個展㉖
ギャラリー 点

松嶋雅子・松岡睦美 2人展㉖

ギャラリー 椋

きんしんギャラリー（金沢信用金庫本店）

トネリコの枝 〜10/9

ギャラリー トネリコ
（1F)・
トネリコの枝（2F）

「五人展」㉖
欅・東海の仲間たち展㉖

染織陶3人展
─タイムカプセルを開けてみました─㉕

3つの世界へ〜㉕
ギャラリー 椋

黄金の国ジパング〜マルコポーロの至宝〜㉖
ギャラリーショップ&カフェ コニーズアイ

奥村美嗣石彫展 in 三光寺㉖
三光寺

木・ガラス・土のトライアングル㉖
JO-HOUSE 高尾台

JOSE VANEGAS（ホセ・バネガス）展㉗
JO-HOUSE 石引

KAMS DISCUSSION（仮）㉗
金沢美大ラグビー部OB作品展㉗

竪町アートスペース
（TAS）

NIWA SHUNKI gallery

A.I.T.K.─問屋まちスタジオ作家展㉗
問屋まちスタジオ

谷 昭二展 SCENE I㉗

むらせまりこ ちいさな絵展 SCENE II㉗

high collar （はいかるぁ）

high collar （はいかるぁ）

井上栄一洋画展㉗
ひろた美術画廊

宮下和司 日本画展㉗
ひろた美術画廊 I

山中國盛 色絵旬彩展㉗
ひろた美術画廊

「実り」
を描く 小さな絵画展㉗
めいてつ・エムザ 美術サロン

金沢育ちのクラフト達展㉘
クラフトA ギャラリー

東田修一展㉘
山ノ上ギャラリー

'11金沢美術工芸大学同窓会 福井支部展㉘

New York

福井県立美術館 第3展示室

合同企画展 わart展 N.Y.㉘
Onishi Gallery

Art Exhibition 2011 by Alumni of Kanazawa College
of Art [Art Exhibition of WA-RING]

Opening Reception
工芸三人展 〜久世健二・中川 衛・前 史雄〜㉙

KOUGEI Three Masters Exhibition 〜Kenji KUZE・Mamoru NAKAGAWA・Fumio MAE〜

Onishi Gallery

21 SPIRITS OF KANAZAWA㉙
NY Coo Gallery
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※展覧会および出品者情報は2011年5月20日現在のものです。展覧会および出品者は変更になることがあります。
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