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【2012（平成 24）年度／5 回】 
★花園絵画教室 作品展『つれづれ草』 
2012/10/24（水）～10/28（日） 
  
★藤原 健 写真展『花かげ』 
2012/10/31（水）～11/5（月） 
  
★京都右京区モラロジー事務所 
『平成 24 年度右京区敬老ポスター展』 
2012/11/11（日）～11/19（月） 
  
★吉田 章 木工細工展 
2013/2/1（金）～2/4（月） 
  
★工藤了子 作品展 『画写花展』 
2013/3/6（水）～3/11（月） 
 
 
【2013（平成 25）年度／6 回】 
★金田紀一 写真展『いきものたちのいとなみ』 
2013/5/1（水）～5/6（月） 
  
★西本明夫 写真展『宙模様（そらもよう）』 
 山本章子 絵画展『素顔のままで…』 
2013/8/15（木）～8/17（土） 
  
★田中祥吾 ～心・癒される～書道展 
2013/9/21（土）～9/23（月） 
  
★京都右京区モラロジー事務所 
『平成 25 年度右京区敬老ポスター展』 
2013/11/10（日）～11/18（月） 
 
★最上良次 アート作品展『空に向かって』 
［第 1 期］2014/1/29（水）～2/3（月） 
［第 2 期］2014/2/5（水）～2/10（月） 
  
★廣野文男 絵画展『想い出の中から―故郷讃歌』 
2014/3/19（水）～3/24（月） 
 
 
【2014（平成 26）年度／14 回】 
★ステンドグラス工房「卑弥呼」 作品展 
2014/4/9（水）～4/14（月） 
  
★花園絵画教室 作品展 
2014/4/16（水）～4/21（月） 
  
★古民家フォト甲子園 
2014/6/25（水）～6/30（月） 
  
★NPO 法人麗山風音 絵画展 『みずほの世界』 
2014/7/2（水）～7/7（月） 
  
★山口妙子 墨彩画作品展 
2014/7/16（水）～7/21（月） 
  
★墨遊会 水墨画展 
2014/7/23（水）～7/28（月） 
 
★田崎 悠 きり絵作品展 
2014/8/7（木）～8/11（月） 

  
★太田香寿枝さんの傘寿を祝う作品展 
2014/8/29（金）～8/31（月） 
  
★ドナルド・レノルズ写真展 
  『外人 EYE -experiment 京都-』 
2014/9/23（火祝）～9/28（日） 
  
★山口妙子 墨彩画作品展 
2014/10/29（水）～11/3（月・祝） 
 
★京都右京区モラロジー事務所 
『平成 26 年度右京区敬老ポスター展』 
2014/11/9（日）～11/17（月） 
 
★墨粋会 作品発表会 
2014/11/19（水）～11/24（月） 
  
★最上良次 作品展『思いのままに！』 
［第 1 期］2015/1/21（水）～1/26（月） 
［第 2 期］2015/1/28（水）～2/2（水） 
  
★神谷紅子 日本画小品展 
2015/2/18（水）～2/23（月） 
 
 
【2015（平成 27）年度／11 回】 
★山口妙子 墨彩画作品展春風献上』 
2015/4/11（土）～4/18（土） 
  
★墨池会 水墨画展 
2015/6/10（水）～6/15（月） 
  
★墨粋会 水墨画展 
2015/6/17（水）～6/22（月） 
  
★第 14 回古民家フォト甲子園 
2015/8/12（水）～8/17（月） 
  
★墨遊会 水墨画展 
2015/9/2（水）～9/7（月） 
  
★右京・西京写真クラブ展 
2015/10/2（金）～10/5（月） 
  
★さがの生協絵画サークル絵画展「自然への愛」 
2015/10/8（木）～10/10（日） 
  
★最上良次 絵画展 
2015/10/28（水）～11/3（火・祝） 
 
★京都右京区モラロジー事務所 
『平成 27 年度右京区敬老ポスター展』 
2015/11/8（月）～11/16（月） 
 
★墨粋会 水墨画展 
2015/11/18（木）～11/23（月祝） 
  
★墨池会 水墨画展 
2015/11/25（木）～11/30（月） 
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【2016（平成 28）年度／19 回】 
★優桜（ゆうざくら）デイサービスセンター 
2016/5/25（水）～5/30（月） 
 
★キャビックケア すいーとハンズ嵯峨野作品展 
2016/6/24（金）～7/1（金） 
 
★墨粋会作品発表会 
2016/7/13（水）～718（日） 
 
★墨池会水墨画展 
2016/7/20（水）～7/25（月） 
 
★写真展「しあわせのかたち」 トコトコの会京都     
2016/8/3（水）～8/8（月） 
 
★京都グローリーチャーチ コンサート写真展     
2016/8/10（水）～8/13（土） 
     
★高齢者アート作品展示     
2016/9/2（水）～9/8（木） 
 
★墨遊会 水墨画展    
2016/9/14（水）～9/19（月） 
     
★水墨同好会日向葵 水墨画展     
2016/9/21（水）～9/26（月） 
 
★嵯峨野絵画サークル 絵画展 
2016/10/13（木）～10/16（日）    
 
★北嵯峨高等学校書道部作品展 
2016/11/3（木祝）～11/10（木） 
 
★京都右京区モラロジー事務所 
『平成 28 年度右京区敬老ポスター展』 
2016/11/14（月）～11/21（月） 
 
★寺田加代 クロッキー作品展 
2016/11/23（水）～11/28（月） 
 
★山口妙子 趣味の絵画展 
2016/11/30（水）～12/4（日）   
 
★飯沼憲子作品展 ―私の京都 短歌・俳句・詩― 
2016/12/21（水）～12/26（月）   
 
★寺田加代 クロッキー作品展（その 2） 
2017/1/11（水）～1/16（月）     
 
★on.project 「鬼太鼓座」ポスター展 
2017/2/8（水）～2/12（日） 
 
★寺田加代 クロッキー作品展 その 3 
2017/2/15（水）～2/20（月）   
 
★第 16 回京都芸術研究舎作品展  
～四十七都道府県を詠む 

2017/3/15（水）～3/20（日） 
 
 
 

【2017（平成 29）年度／12 回】 
★書道「蘭亭序」 
2017/4/9（日）～4/15（土） 
出展：張子誠 
  
★寺田加代 クロッキー作品展 その 5 
2016/4/19（水）～4/24（月） 
  
★寺田加代 クロッキー作品展 その 6 
2016/6/14（水）～6/19（月） 
  
★古民家フォト甲子園 
2017/8/4（金）～8/10（木） 
出展：一般社団法人京都府古民家再生協会 
  
★ミニ原爆と戦争展 
2017/10/4（水）～10/9（月） 
出展：京都原爆展を成功させる会 
  
★お絵描きサークル展 
2017/10/11（水）～10/15（日） 
出展：絵画サークル 山口妙子 
  
★児童虐待防止書道パフォーマンス作品 
2017/11/8（水）～11/10（金） 
出展：京都府右京警察署 
  
★平成 29 年度右京区敬老ポスター展 
2017/11/13（月）～11/20（月） 
出展：京都右京区モラロジー事務所 
  
★生協さがの絵画サークル 秋の作品展 
2017/11/23（木祝）～11/26（日） 
  
★墨粋会 水墨画展 
2017/11/29（水）～12/4（月） 
  
★濱口克己水彩画作品展 
2017/12/14（木）～12/18（月） 
 
★和紙創作クラブふじ「浮世絵」展 
2018/3/2（金）～3/7（水） 
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【2018（平成 30）年度／17 回】 
★寺田加代 クロッキー作品展 その 7 
2018/4/5（木）～4/9（月） 
  
★遊墨会 作品展 
2018/5/9（水）～5/14（月） 
  
★米田夏夜 幻響 
2018/5/30（水）～6/4（月） 
 
★米田夏夜 幻響「梅雨」 
2018/6/20（水）～6/25（月） 
  
★3 かけ運動啓発書道パフォーマンス作品展 
2018/6/27（水）～7/12（月） 
出展：京都府右京警察署、嵐山隊  
 
★ワン家偉（ワン・ジャオウェイ）写真展 
2018/7/18（水）～7/23（月） 
 
★第 1 回太秦水墨会展 
2018/7/25（水）～7/30（月） 
 
★夏休み製作「掛け軸を作ったよ」 
2018/6/20（水）～6/25（月） 
出展者：日本習字 SHUN Calligraphy room 
 
★米田夏夜 幻響 
2018/8/22（水）～8/27（月） 
 
★世界アルツハイマー月間 
2018/8/29（水）～9/10（月） 
出展：公益社団法人認知症の人と家族の会 
 
★桂川クラブ写真展 
2018/9/12（水）～9/16（月） 
 
★第 10 回墨粋会作品発表会 
2018/9/26（水）～10/1（月） 
 
★濱口克己「四季 The four seasons の水彩画」 
2018/10/3（水）～10/8（月） 
 
★わかな作品展 
2018/10/17（水）～10/22（月） 
出展：社会福祉法人なづな学園わかな 
 
★お絵描サークル 
2018/10/31（水）～11/4（月） 
出展：山口妙子 
 
★平成 30 年度右京区敬老ポスター展 
2018/11/11（日）～11/18（日） 
出展：京都右京区モラロジー事務所 
 
★寺田加代 クロッキー作品展 その 8 
2019/3/13（木）～3/18（月） 
 
 
 
 
 

 


