
No. 内容 出展者名 展示会名

1 ポスター等 4/2 (土) ～ 4/14 (木) 茨城県生活環境部生活文化課 「輝く郷土の先人」新聞等コンクール入賞作品展

2 ポスター等 4/16 (土) ～ 4/24 （日） 茨城県生活文化課安全なまちづくり推進室 春の地域安全運動

3 その他 4/27 (水) ～ 5/8 (日) ミュージアムパーク茨城県自然博物館 移動博物館

4 絵画 5/11 (水) ～ 5/15 (日) 塩谷　さだ子 仏画展

5 その他 5/18 (水) ～ 5/29 (日) 茨城県立歴史館 防災再考―茨城の災害史と民俗―

6 各種 6/2 (木) ～ 6/10 (金） （株）NHK文化センター水戸支社 NHK文化センター水戸教室受講生作品展～2016夏～

7 絵画 6/12 (日) ～ 6/17 (金） 無限塾美術研究所 無限塾美術展

8 版画 6/19 (日) ～ 6/24 (金） 水戸版画の会 木版画作品展

9 絵画 6/26 (日) ～ 7/2 (土) 水戸市植物公園ボタニカルアート同好会 第６回ボタニカルアート展

10 写真 7/5 (火) ～ 7/9 (土) 三の丸写真クラブ 三の丸写真クラブ作品展

11 絵画 7/12 (火) ～ 7/16 (土) みよし会 第４回みよし会油彩画展

12 写真 7/18 (月) ～ 7/23 (土) 写真を楽しむ 「写真を楽しもう」鹿志村保男と受講生展

13 各種 7/26 (火) ～ 7/31 (日) 水戸啓明高等学校 水戸啓明高校美術部展

14 工芸 8/3 (水) ～ 8/7 (日) ビーズサークル　あとりえ　ぺるル 手と手と手と本

15 ポスター等 8/10 (水) ～ 8/14 (日) 茨城県生活文化課安全なまちづくり推進室 交通安全ポスター作品コンクール入選作品展

16 絵画 8/17 (水) ～ 8/21 (日) 水戸ボタニカルアート同好会・愛宕 第５回植物画作品展

17 絵画 8/24 (水) ～ 8/28 (日) 楽しいスケッチ 皆で描く楽しいスケッチ

18 絵画 9/1 (木) ～ 9/6 (火) 芸文学苑水戸教室 水墨・淡彩から始める花鳥画と佛画の入門

19 写真 9/8 (木) ～ 9/13 (火) 富田　次男 茨城県内重要文化財指定の神社建築

20 各種 9/15 (木) ～ 9/19 (月) 茨城県動物指導センター 茨城県動物指導センター　動物愛護写真展

21 その他 9/22 (木) ～ 10/2 (日) 茨城県水産試験場 移動水産試験場

22 写真 10/5 (水) ～ 10/9 (日) 茨城県退職高等学校長会フォトクラブ「写遊」 第２３回フォトクラブ「写遊」写真展

23 絵画 10/12 (水) ～ 10/16 (日) 清水　喜輝 懐しい県内の街並みと古民家のスケッチ画展

24 絵画 10/19 (水) ～ 10/23 (日) MOA美術館茨城県児童作品展実行委員会 MOA美術館茨城県児童作品展

25 各種 10/26 (水) ～ 10/30 (日) 茨城県商工労働部職業能力開発課 茨城県立産業技術短期大学校・産業技術専門学院紹介展

26 その他 11/2 (水) ～ 11/13 (日) 県立図書館 茨城県立図書館の障害者サービス

27 各種 11/16 (水) ～ 11/20 (日) （株）NHK文化センター水戸支社 NHK文化センター水戸教室受講生作品展～2016冬～

28 その他 11/23 (水) ～ 11/27 (日) 茨城県立歴史館 茨城県教育財団調査遺跡紹介展2016

29 ポスター等 12/1 (木) ～ 12/4 (日) 茨城県生活文化課安全なまちづくり推進室 年末の犯罪抑止運動

30 絵画 12/7 (水) ～ 12/11 (日) ひたちなか市市毛コミュニティセンター油絵教室 市毛コミセン油絵教室作品展

31 各種 12/14 (水) ～ 12/18 (日) 茨城県高等学校定時制通信制教育振興会 第９回茨城県高等学校定時制通信制生徒芸術展

32 その他 12/21 (水) ～ 1/8 (日) ミュージアムパーク茨城県自然博物館 移動博物館

33 ポスター等 1/11 (水) ～ 1/15 (日) 茨城県選挙管理委員会 平成２８年度明るい選挙啓発ポスターコンクール入選作品展

34 絵画 1/18 (水) ～ 1/22 (日) 茨城県ユネスコ連絡協議会 「絵で伝えよう！わたしの町のたからもの」絵画展

35 その他 1/25 (水) ～ 2/5 (日) （株）茨城新聞社 全国の地方紙「新年号」展

36 写真 2/8 (水) ～ 2/12 (日) 写団創 望遠レンズで見た茨城

37 各種 2/15 (水) ～ 2/19 (日) 茨城県立茨城東高等学校 「さくら咲くプロジェクト２０１６」ぼくらのアート展

38 ポスター等 2/22 (水) ～ 2/26 (日) 茨城県企画部統計課 平成２８年度茨城県統計グラフコンクール入選作品展

39 絵画 3/1 (水) ～ 3/5 (日) 茨城県農林水産部農地局農村計画課 第８回大好きいばらきミドリン（水土里）子ども絵画コンクール入賞作品展

40 書 3/8 (水) ～ 3/12 (日) 悠遊筆禅会水戸 悠遊筆禅－水戸展

41 ポスター等 3/15 (水) ～ 3/20 (月) 茨城県生活環境部廃棄物対策課 「平成２８年度ごみの散乱防止と３Rを進めるためのポスター・標語コンテスト」入賞作品展

42 写真・ポスター 3/23 (木) ～ 3/29 (水) クリーンアップひぬまネットワーク クリーンアップひぬまネットワーク作品展

展示期間

※展示内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。

平成２８年度　ギャラリー展示一覧


