岡山県天神山文化プラザ 令和４年度 展示室年間予定表 (２０２２年４月～９月)
2021.12.25
月

4

5

6

7

8

9

会期

第１展示室（大室）

第１展示室（小室）

第２展示室（大室）

第２展示室（小室）

第３展示室

第４展示室

第５展示室

会期

3/29～
4/ 3
4/ 5～
4/10
4/12～
4/17
4/19～
4/24
4/ 26～
5/ 1
5/ 3～
5/ 8
5/10～
5/15
5/17～
5/22
5/24～
5/29
5/31～
6/ 5
6/ 7～
6/12
6/14～
6/19
6/21～
6/26
6/28～
7/ 3
7/ 5～
7/10
7/12～
7/17
7/19～
7/24
7/26～
7/31
8/ 2～
8/ 7
8/ 9～
8/14
8/16～
8/21
8/23～
8/28
8/30～
9/ 4
9/ 6～
9/11
9/13～
9/18

3/29～
4/ 3
4/ 5～
4/10
4/12～
4/17
4/19～
4/24
4/26～
5/ 1
5/ 3～
5/ 8
5/10～
5/15
5/17～
5/22
5/24～
5/29
5/31～
6/ 5
6/ 7～
6/12
6/14～
6/19
6/21～
6/26
6/28～
7/ 3
7/ 5～
7/10
7/12～
7/17
7/19～
7/24
7/26～
7/31
8/ 2～
8/ 7
8/ 9～
8/14
8/16～
8/21
8/23～
8/28
8/30～
9/ 4
9/ 6～
9/11
9/13～
9/18

JPA 展 第 32 回 日本写真作家協会会員展・第 19 回 日本写真作家協会公募展

第 2 回 書楽会展

第 47 回 習字展

【会期：4/1(金)～4/3(日】

スケッチグループ「靑空」作品展

写真約 500 点＜一般社団法人日本写真作家協会＞

書 40 点＜書楽会＞

書約 500 点＜公益社団法人養和書道院＞

水彩スケッチ画 45 点＜スケッチグループ「靑空」＞

9/20～
9/25

文化勲章作家

9/27～
10/ 2

岡山芸術交流 2022

第 54 回 清流会書道展
書約 130 点＜清流書道会＞

第 56 回 岡山県書道連盟展

第 53 回 正筆会菁華書作展巡回展・第 48 回 正筆会岡山地区展

第 7 回 光陽書道会

書＜岡山正筆会＞

書約 65 点<光陽書道>

【会期：4/8（金）～4/10（日）】

第 39 回 キヤノンフォトクラブ岡山写真展
写真約 50 点＜キヤノンフォトクラブ岡山＞

【会期：4/13（水）～4/17（日）】

書約 500 点＜岡山県書道連盟＞

書道芸術院創立 75 周年記念 役員作品巡回展 併催山陽支局展（含 全国学生展）
書約 130 点＜公益財団法人書道芸術院＞

★未定（募集中）

第 9 回岡山平和美術展

岡崎嘉平太記念館開館 20 周年記念 「岡崎嘉平太の心書道展」

絵画 100 点、書 5 点、立体 10 点＜岡山平和美術会＞

書＜岡崎嘉平太記念館＞

★未定（募集中）
★未定（募集中）

書道芸術院創立75 周年記念 役員作品巡回展 併催山陽支局展（含 全国学生展）

木曜スケッチ会 第 5 回 作品展 「おりがみと私」展

書約 130 点＜公益財団法人書道芸術院＞

水彩画約 50 点＜木曜スケッチ会＞

フォト「吉備」

チャーチル会岡山 2022 春の小品展 第 12 回 近代日本美術協会・岡山支部展

写真 50 点＜フォト吉備＞

絵画＜チャーチル会岡山＞

工芸約 50 点＜おりがみ友の会＞
油彩・水彩画・工芸約 40 点＜近代日本美術協会岡山支部＞

第 81 回 創元展 岡山巡回展・創元会岡山支部展
絵画約 200 点＜一般社団法人創元会岡山支部＞

第 31 回 白日会 岡山支部展

第 54 回 大潮会岡山支部展・第 29 回 岡山支部小品展

第 15 回 岡山写真同好会作品展

陽のあたる岡 第 11 回展

ふる里彫り同好会作品展

洋画約 60 点＜白日会岡山支部＞

絵画（洋画・日本画等）40 点＜大潮会岡山支部＞

写真＜岡山写真同好会＞

絵画約 30 点、彫刻 3 点＜一陽会岡山グループ＞

彫刻約 80 点＜ふる里彫り同好会＞

中・四国行動展（２０２２）

第 40 回 岡山県郷土文化財団 会員作品展

第 23 回 龍翔会展

絵画約 40 点＜行動美術協会 中・四国事務所＞

絵画・写真・染織等＜公益財団法人岡山県郷土文化財団＞

書＜龍翔会＞

第 46 回 書道 笹波会展

★未定（募集中）

写真集団「旭風」
写真 40 点＜クラレ岡山 OB 会写真同好会＞

【会期：5/27（金）～5/29（日）】

書約 500 点＜笹波会＞

第 45 回 岡山光風会展

春芽会

第 53 回 筍影会写真展

第 21 回 アイの会作品展

絵画約 80 点＜岡山光風会＞

絵画約 60 点＜春芽会＞

写真約 50 点＜筍影会（岡山市医師会写真同好会）＞

油彩 20 点、パステル 10 点、水彩 20 点＜アイの会＞

第 88 回 東光展 岡山会場
洋画約 120 点＜東光会岡山支部＞

第 52 回 道文展

第 20 回記念 坤の会 日本画 作品展

創空会展 2022

書約 100 点＜道文書道会＞

日本画約 70 点＜坤の会＞

平面・立体・コラージュ等＜創空会＞

手作りアートの世界 クラフトフェスタ 2022 せとうち花倶楽部

第 73 回 朝陽書道会展

押花約 150 点、ポーセラーツ約 100 点、グラスアート等約 260 点＜せとうち花倶楽部＞

書約 250 点＜朝陽書道会＞

第 73 回 朝陽書道会展

【会期：6/24（金）～6/26（日）】

書約 250 点＜朝陽書道会＞

Metaｌ Works

★未定（募集中）

金属造形約 50 点＜メタルワークス＞

★未定（募集中）

★未定（募集中）

青の会水彩画展
水彩画約 20 点＜山陽新聞カルチャープラザ水彩画教室「青の会」＞

【会期：6/24（金）～6/26（日）】

おかやま現代エコ・アート祭 2022（第 6 回） 第 9 回 日本大学芸術学部校友会 岡山江古田会作品展 第 9 回 “備前写真クラブ” 岡山展
絵画・立体等＜おかやま現代エコ・アート協会＞

写真等＜日本大学芸術学部岡山江古田会＞

写真 35 点＜備前写真クラブ＞

第 49 回 岡山県独立書展

「人ひと会」展・ジュピターの会展

第 12 回 2022 Ｉｒｉｓイリス展

～Art を楽しんで～美ラヴィ art 教室展 第 9 回 フォト四季写真展「四季の彩」

書約６０点＜岡山県独立書人団＞

水彩・油絵＜「人ひと会」&「ジュピター」＞

絵画・写真・立体等 50 点＜Ｉｒｉｓイリス＞

陶器絵付け＜美ラヴィ Art＞

第 56 回 岡山写真家集団展

第 16 回 嘉平太が愛したふるさと岡山写真展 第 31 回 環展

山陽新聞カルチャー吉田写真教室写真展

写真 90 点＜岡山写真家集団＞

写真約 200 点＜岡崎嘉平太記念館＞

写真約 80 点＜山陽カルチャー写真クラブ＞

光と風の詩 第 13 回写真展

★未定（募集中）

写真約 50 点＜光と風の会＞

洋画・写真・彫刻・日本画・書・革・漆芸 40 点＜環展＞

★未定（募集中）

★未定（募集中）

第 21 回 大元フォトクラブ写真展
写真約 50 点＜大元フォトクラブ＞

わかくさ会展

＜天プラ・セレクション vol.98＞藤飯千尋展

書約 200 点＜墨潮会＞

絵画＜天神山文化プラザ＞

★未定（募集中）

★未定（募集中）

同人展・西日本教育書道展

集樹展

写真 100 点＜一般社団法人二科会写真部岡山支部＞

書（同人展 100 点、教育展 400 点）＜公益社団法人養和書道院＞

油彩約 40 点＜集樹展＞

★未定（募集中）

★未定（募集中）

（県展準備）

★未定（募集中）

★未定（募集中）

（県展準備）
第 73 回 岡山県美術展覧会 I 期

★未定（募集中）

★未定（募集中）

第 9 回 二科会写真部 岡山支部展
（県展準備）

油絵・水彩画等約 40 点＜山里会＞

書約 70 点＜抱象会＞

絵画約 60 点、彫刻 2 点＜自由美術協会岡山支部＞

油絵・立体・写真約 120 点＜岡山九条美術の会＞

第 20 回 山里会習作展

第 48 回 抱象会書展

第 64 回 東中国 自由美術展
岡山九条美術展

★未定（募集中）

写真 32 点＜フォト四季＞

★未定（募集中）
★未定（募集中）

第 17 回 写団「STEP」写真展
写真約 70 点＜写団「STEP」＞

第 78 回 朝日写真展
写真 63 点＜全日本写真連盟岡山県本部＞

★未定（募集中）

墨騰会書展

瀬戸内県人会書作展

書＜墨騰会＞

書約 20 点＜福岡教育大学書道科＞

第 19 回 JNP 日本風景写真協会 岡山支部写真展

「、（てん）」展

第 2 回 F20 ニコニコ支部展

写真 50 点＜JNP 日本風景写真協会岡山支部＞

絵画、写真等 30 点＜「、（てん）」展＞

写真 50 点＜全日本写真連盟岡山県本部 F20 ニコニコ支部＞

2022 おかやま彫刻会展

換鵞展

第 54 回 水彩連盟岡山支部展

彫刻 20 点＜岡山彫刻会＞

書約 30 点＜岡山大学校友会書道部＞

水彩画 22 点＜水彩連盟岡山支部＞

★未定（募集中）

【会期：9/7(水)～9/11(日)】

日本画・書 / 有料 ＜山陽新聞社＞

第 73 回 岡山県美術展覧会 II 期

【会期：9/14(水)～9/18(日)】

書 / 有料 ＜山陽新聞社＞

青山杉雨展

書＜謙慎書道会・天神山文化プラザ＞
【会期：9 月 30 日（金）～11 月 27 日（日）】

詳細未定 / 有料 ＜岡山芸術交流実行委員会＞

開館時間は 9:00～18:00 ですが、開催時間は団体により異なります。

＊作品数等は概略

第 31 回 謙慎書道会 西部展

第 35 回 全国シルバー書道岡山展

第 1 回 OPF フロム支部写真展

書 100 点＜謙慎書道会（西部展）＞

書＜公益社団法人日本書芸院シルバー書道岡山展実行委員会＞

写真 45 点＜全日本写真連盟岡山県本部 OPF フロム支部＞

百工房アートスペース生徒作品展＋歳森 勲展

第 35 回 竜墨書道会展

第 45 回 瀬戸内版画展

絵画 30 点、インスタレーション 1 式＜百工房アートスペース＞

書約 60 点＜竜墨書道会＞

版画＜瀬戸内版画会＞

＊太枠は岡山県天神山文化プラザ企画展 ＊団体の都合により、内容等が変更される場合もありますのでご了承ください。 ★印は未定の展示室です。

岡山県天神山文化プラザ：岡山市北区天神町 8- 54 TEL086- 226- 5005

9/20～
9/25
9/27～
10/ 2

岡山県天神山文化プラザ 令和４年度 展示室年間予定表 (２０２２年１０月～２０２３年３月)
2021.12.25
月

10

11

会期

10/ 4～
10/ 9
10/11～
10/16
10/18～
10/23
10/25～
10/30
11/ 1～
11/ 6
11/ 8～
11/13
11/15～
11/20
11/22～

第１展示室（大室）

第１展示室（小室）

第２展示室（大室）

第２展示室（小室）

12

1

2

3

第４展示室

第５展示室

第 35 回 梅操展

第 7 回 彩友会 水彩画展

絵画 60 点、写真 5 点、書 30 点、工芸 20 点、立体 2 点＜梅操会＞

水彩風景画約 50 点＜彩友会＞

第 62 回 西日展・第 64 回 養和展
書（西日展約 150 点、養和展 130 点）＜公益社団法人養和書道院＞

岡山芸術交流 2022

【会期：9 月 30 日（金）～11 月 27 日（日）】

詳細未定 / 有料 ＜岡山芸術交流実行委員会＞

猫の祭展 2022 10 周年記念展 ～Sparkling Cats～ 第 33 回 岡山ハッセルブラッド フォトクラブ写真展

白秋桜の会

絵画・造形（立体）・写真等約 400 点＜猫の祭展＞

写真 48 点＜岡山ハッセルブラッド フォトクラブ＞

油彩 2 点、水彩 5 点、パステル画 42 点＜北方絵画教室＞

ももぞのに暮らす作家たち

美術文化 岡山支部展

アジア芸術文化交流会展

絵画約 40 点＜社会福祉法人ももぞの学園＞

洋画 25 点＜美術文化協会岡山支部＞

写真 6 点、洋画 6 点、水彩画 5 点、水墨画 20 点＜アジア芸術文化交流協会＞

第 11 回 岡山刻字展

アートの手触り

写友わかば支部写真展

刻字約 70 点＜岡山県刻字協会＞

絵画、インスタレーション＜moon＞

写真約 30 点＜写友わかば支部＞

第 42 回 岡山県陶芸同好会展

第 34 回 岡山きりえ展

第 20 回 写友 OKAYAMA 写真展

陶芸 150 点＜岡山県陶芸同好会＞

きりえ 40 点＜岡山きりえの会＞

写真約 40 点＜写友 OKAYAMA＞

第 16 回 岡山県美術家協会展
洋画・日本画・水墨画・彫刻・立体・写真・工芸等約 164 点＜一般社団法人岡山県美術家協会＞

11/27

11/29～
11/30(水)
12/ 2(金)
～12/ 4
12/ 6～
12/11
12/13～
12/18
12/19～
～1/ 3
1/ 5(木)
～1/ 8
1/10～
1/15
1/17～
1/22
1/24～
1/29
1/31～
2/ 5
2/ 7～
2/12
2/14～
2/19
2/21～
2/26
2/28～
3/ 5
3/ 7～
3/12
3/14～
3/19
3/21～
3/26
3/28～
4/ 2

第３展示室

★未定（募集中）

グループ煌「日本画」作品展 【会期：12/2（金）～12/4（日）】

第 30 回 墨成書道会展

日本画 40 点＜グループ煌＞

書 80 点＜墨成書道会＞

【会期：12/2（金）～12/4（日）】

第 36 回 岡山県高校生書道展覧会

第 60 回 県下書道教師による書道展

書約 400 点＜岡山県高等学校文化連盟書道部会＞

書約 35 点＜岡山県高等学校教育研究会書道部会＞

チャーチル会岡山 2022 秋の作品展 岡山東ロータリークラブ 第 32 回 写友「輪影」展

第 20 回 樹の会展

絵画＜チャーチル会岡山＞

写真約 60 点＜岡山東ロータリークラブ写真同好会写友「輪影」＞

油絵約 40 点＜樹の会＞

岡山県第 27 回・岡山市第 29 回 中学校総合文化祭

第 82 回 国際写真サロン展

ニッコールクラブ岡山支部 第 28 回 写真展

岡山水彩クラブ透明水彩画展

第 34 回 遊々展

第 19 回 翔の会展

美術 500 点、書 100 点、写真 150 点＜岡山県中学校文化連盟・岡山市中学校文化連盟＞

写真＜全日本写真連盟岡山県本部＞

写真約 60 点＜ニッコールクラブ岡山支部＞

水彩画 60 点＜岡山水彩クラブ＞

洋画 40 点＜遊々会＞

油彩 10 点、水彩 10 点、デッサン・クロッキー20 点＜翔の会＞

PHOTO GROUP ING 写真展

第 19 回 岡山写真研究会 岡山展

第 46 回 岡山県高等学校文化連盟写真部会・第 39 回 岡山県高等学校写真協議会 写真展

第 35 回 岡山県立総社南高等学校 美術工芸系作品展

第 27 回 フォーティーン支部写真展

写真約 60 点＜PHOTO GROUP ING＞

写真約 100 点＜岡山写真研究会＞

写真約 300 点＜岡山県高等学校写真協議会＞

絵画約 340 点・立体約 20 点＜岡山県立総社南高等学校美術工芸系＞

写真 40 点＜全日本写真連盟岡山県本部フォーティーン支部＞

展示室休館
★未定（募集中）

第 6 回 日洋会岡山県支部展

第 52 回 ギャルド・ファイブ展

油絵約 20 点＜一般社団法人日洋会岡山県支部＞

油彩約 50 点＜ギャルド・ファイブ＞

★未定（募集中）

第 55 回 春秋会書道展

【会期：1/6（金）～1/8（日）】

★未定（募集中）

書約 40 点＜春秋会＞

★未定（募集中）

第 15 回 岡山日展会秀作展
日本画・洋画・彫刻・工芸美術・書 / 有料＜山陽新聞社事業本部＞

第 38 回 岡山県高校デザイン展

★未定（募集中）

デザイン作品約 400 点＜岡山県高等学校工業教育協会デザイン系部会＞

第 41 回 操風展

第 3 回 錬神会書展

洋画約 30 点＜操風会＞

書 50 点＜書道研究 錬神会＞

【会期：1/20（金）～1/22（日）】

スッチョンチョンで行く！

第 47 回 七彩展

絵画・立体等＜アートプロジェクト「街を耕す」実行委員会＞

洋画約 30 点＜七彩会＞

岡山工業高校 デザイン科 卒業制作展 2023

第 31 回 嘉墨会展

―岡大特美で学んだ― なかまたち展

デザイン作品約 200 点＜岡山県立岡山工業高等学校デザイン科＞

水墨画 125 点、日本画 15 点＜嘉墨会＞

絵画 30 点、工芸 10 点、彫刻 5 点、デザイン等 5 点＜「―岡大特美で学んだ―なかまたち展」の会＞

★未定（募集中）

第 55 回 岡山県高等学校 美術展

木曜スケッチ会 第 6 回 作品展

＜天プラ・セレクション vol.99＞大間光記展

第 28 回 富山カメラクラブ写真展

平面約 350 点、立体約 30 点、映像メディア約 3 点＜岡山県高等学校美術部協議会＞

水彩画約 100 点＜木曜スケッチ会＞

彫刻＜天神山文化プラザ＞

写真約 60 点＜富山カメラクラブ＞

ノートルダム清心女子大学児童学科 卒業制作展

明誠学院高等学校 特別芸術コース 第 20 回 卒業制作展

第 56 回 岡山県書道協会展

岡山二紀展

岡山美術研究会 第 103 回展

油彩約 60 点＜ノートルダム清心女子大学児童学科＞

絵画約 200 点、書約 50 点＜明誠学院高等学校＞

書約 50 点＜岡山県書道協会＞

絵画 25 点＜岡山二紀会＞

油彩・水彩約 40 点＜岡山美術研究会＞

令和 4 年度 中国デザイン専門学校 進級・卒業制作展
グラフィック・イラスト・アニメ・マンガ・インテリア・プロダクト約 150 点＜学校法人第一平田学園 中国デザイン専門学校＞

令和 4 年度 岡山大学：卒業・修了制作展＋学生展 第 6 回 天彩学舎書道展

令和 4 年度 中国デザイン専門学校 進級卒業制作展

絵画・工芸等 90 点＜岡山大学大学院教育学研究科美術教育講座＞

書約 30 点＜天彩学舎＞

グラフィック・イラスト等約 150 点＜学校法人第一平田学園 中国デザイン専門学校＞

第 177 回 県下小中学校書き初め展覧会

岡山独立美術クラブ展

第 95 回 水墨画 虎杖会展

第 43 回 岡山水彩作家展

第 6 回 キャンバス展

行動美術とその仲間展

第 19 回 岡山 YPC 写真展

習字作品約 1200 点＜岡山県習字教育研究会＞

絵画 15 点＜岡山独立美術クラブ＞

水墨画約 50 点＜水墨画虎杖会＞

水彩約 30 点＜岡山水彩作家協会＞

油彩・水彩・アクリル等約 90 点＜キャンバスの会＞

絵画約 25 点、立体 1 点＜行動美術協会 中・四国事務所＞

写真＜岡山読売写真クラブ＞

岡山県立大学デザイン学部・岡山県立大学大学院デザイン学研究科 卒業・修了制作展

岡山県職員退職者会 文化作品展

平面及び立体デザイン約 100 点＜岡山県立大学デザイン学部・岡山県立大学大学院デザイン学研究科＞

絵画・書道・木彫・写真 30 点＜岡山県職員退職者会＞

岡山梨花会展

岡山一水会 作家展

第 19 回 竺操書道展覧会展

洋画約 70 点＜岡山梨花会＞

洋画約 20 点＜岡山一水会＞

書約 50 点＜竺操書道会＞

【会期：3/10（金）～3/12（日）】

岡山県現代俳句の書展

第 52 回 備前陶心会展

第 24 回 凌尚会書道展

書 110 点＜岡山県近代詩文書道連盟＞

陶芸約 40 点＜備前陶心会＞

書約 50 点＜凌尚会＞

第 40 回 岡山県児童生徒新春競書大会

第 66 回 日本伝統工芸中国支部展の搬入・審査

日本画“遊”グループ展

※入場できません＜公益社団法人日本工芸会中国支部＞

日本画約 40 点＜日本画“遊”＞

いろどり展
天プラ・セレクション vol.100 記念展

油彩画約 50 点＜坂口裕子油彩画教室＞

＜天神山文化プラザ＞

楽しい刻字小作品展

書＜山陽新聞社事業本部＞

★未定（募集中）

開館時間は 9:00～18:00 ですが、開催時間は団体により異なります。

刻字約 50 点＜岡山県刻字協会＞

杜の会日本画展

第 12 回 曽閎会書道展

日本画約 25 点＜日本画同好会＞

書約 250 点＜曽閎会＞

【会期：3/31（金）～4/2（日）】

武蔵野美術大学 校友会 岡山支部展
絵画・立体・陶芸等約 40 点＜武蔵野美術大学校友会岡山支部＞

＊作品数等は概略 ＊太枠は岡山県天神山文化プラザ企画展 ＊団体の都合により、内容等が変更される場合もありますのでご了承ください。 ★印は未定の展示室です。

★未定（募集中）

おかやまアートクラブ展
絵画 40 点＜おかやまアートクラブ＞

岡山県天神山文化プラザ：岡山市北区天神町 8- 54 TEL086- 226- 5005

会期

10/ 4～
10/ 9
10/11～
10/16
10/18～
10/23
10/25～
10/30
11/ 1～
11/ 6
11/ 8～
11/13
11/15～
11/20
11/22～
11/27

11/29～
11/30(水)
12/ 2(金)
～12/ 4
12/ 6～
12/11
12/13～
12/18
12/19～
～1/ 3
1/ 5(木)
～1/ 8
1/10～
1/15
1/17～
1/22
1/24～
1/29
1/31～
2/ 5
2/ 7～
2/12
2/14～
2/19
2/21～
2/26
2/28～
3/ 5
3/ 7～
3/12
3/14～
3/19
3/21～
3/26
3/28～
4/ 2

