
２０２３年3月1４日更新
月 会　　　　期 都道府県 区市町村 名称 会　　　場 主催・＜協力＞ 摘　　　　要

４月２２日（土）～４月２３日（日） 福島県 郡山市 福島・郡山展 郡山市民ふれあいプラザ(ビックアイ６階） （公財）美育文化協会

開催時間　１０：００～１７：００
最終日は１４時で終了
会津若松市･いわき市･喜多方市･郡山市･白河市･須賀川
市･鏡石町･湯川村・南会津町･磐梯町・西郷村
の入賞作品展示

　 ４月２９日（土）～４月３０日（日） 埼玉県 さいたま市 埼玉・栃木・群馬県展 埼玉会館　第一第二展示室　　 （公財）美育文化協会
開催時間　１０：００～１７：００
最終日は１５時まで
埼玉・栃木・群馬県内の入賞作品の展示

５月１３日（土）～５月１４日（日） 富山県 高岡市 富山・石川・福井展 高岡市美術館　ギャラリー （公財）美育文化協会
開催時間　９：３０～１７：００

富山・石川・福井県内の入賞作品展示

　 ５月１９日（金）～５月２１日（日） 北海道 札幌市 北海道展 札幌市民ギャラリー・第3展示室 （公財）美育文化協会

開催時間
初日１３：００～１７：００　２日目１０：００～１７：００
最終日１０：００～１６：００
北海道内の入賞作品の展示

５月２７日（土）～５月２８日（日） 和歌山県 和歌山市 和歌山県展 和歌山城ホール展示室 （公財）美育文化協会
開催時間　９：００～１７：００
最終日は１５時まで
和歌山県内の入賞作品の展示

５月２７日（土）～５月２８日（日） 青森県 青森市 青森県展 青森市民美術展示館・２階展示室、３階展示室 （公財）美育文化協会
開催時間　１０：００～１７：００
最終日は１４時で終了
青森県内の入賞作品展示

６月
    ６月１０日（土）～６月１１日（日） 愛知県 安城市 愛知・岐阜・三重県展 安城市民ギャラリー　展示室Ｄ、Ｅ （公財）美育文化協会

開催時間　１０：００～１７：００
最終日は15時終了
愛知・岐阜・三重県内の入賞作品展示

６月１７日（土）～６月１８日（日） 静岡県 静岡市 静岡県展 静岡市民ギャラリー・第４展示室 （公財）美育文化協会
開催時間　１０：００～１７：００
最終日は１4時で終了
静岡県内の入選作品展示

6月2４日（土）～6月2５日（日） 茨城県 土浦市 茨城県展 土浦市民ギャラリー （公財）美育文化協会
開催時間　１０：００～１7：００
最終日は１４時で終了
茨城県内の入賞作品の展示

７月
７月８日（土）～７月９日（日） 神奈川県 横浜市 神奈川県展 横浜市民ギャラリー・３階A・B展示室 （公財）美育文化協会

開催時間　１０：００～１８：００
最終日は１５時終了
神奈川県内の入賞作品の展示

７月２２日（土）～７月２３日（日） 愛媛県 松山市 四国展 愛媛県美術館　新館2階　特別展示室1,2,3 （公財）美育文化協会
開催時間　９：４０～１８：００
最終日は１４時まで
愛媛・香川・徳島・高知県内の入賞作品展示

７月２９日（日）～８月６日（日） 広島県 福山市 広島県展 ふくやま美術館

(公財)ふくやま芸術文化財団
ふくやま美術館、
(公財)美育文化協会

開催時間　９：３０～１７：００
広島県内の入賞作品展示

８月１日（火）～８月６日（日） 千葉県 千葉市 千葉県展 千葉市民ギャラリー・いなげ （公財）美育文化協会
開催時間　９：００～１７：１５
最終日は１５時まで
千葉県内の入賞作品の展示

８月１９日（土）～８月２０日（日） 岡山県 倉敷市 岡山県展 倉敷市立美術館　１階　第一展示室 （公財）美育文化協会
開催時間　９：００～１７：１５
最終日は１４時で終了
岡山県内の入賞作品展示

８月２６日（土）～８月２７日（日） 東京都 江戸川区 東京都展 江戸川区総合文化センター・展示室 （公財）美育文化協会
開催時間　９：００～１７：００
最終日は１４時まで
東京都内の入賞作品の展示

日程調整中 大阪府 大阪市 大阪・兵庫展 曾根崎地下歩道（イベントゾーンA・Bゾーン） （公財）美育文化協会
地下鉄運行時間内の観覧は自由
（受付の設置はございません）
大阪府・兵庫県内の入賞作品の展示

９月
日程調整中 京都府 宇治市 京都府展 京都文教大学・宇治キャンパス　サロン・ド・パドマ （公財）美育文化協会

開催時間　１０：００～１７：００
最終日は１４時で終了
京都府内の入賞者の入賞作品の展示

日程調整中 山口県 下松市 山口県展 スターピアくだまつ・展示ホール
（公財）下松市文化振興財団
（公財）美育文化協会

開催時間　１０：００～１７：００
最終日は１５時まで
山口県の入賞作品の展示

９月２３日（土）～９月２４日（日） 山梨県 韮崎市 山梨県展 韮崎市民交流センター （公財）美育文化協会
開催時間　９：００～１７：００
最終日は１４時で終了
山梨県内の入賞作品展示

日程調整中 京都府 宇治市 滋賀・奈良県展 京都文教大学・宇治キャンパス　サロン・ド・パドマ （公財）美育文化協会
開催時間　１０：００～１７：００
最終日は１４時で終了
滋賀・奈良県内の入賞作品の展示

１０月
　１０月７日（土）～１０月８日（日） 山形県 山形市　 山形県展 山形県芸文美術館（ギャラリー２） （公財）美育文化協会

開催時間　１０：００～１７：００
最終日は１４時で終了
山形県内の入賞作品展示

１０月１４日（土）～１０月２２日（日） 福島県 伊達市 福島・梁川展 梁川美術館
梁川美術館
（公財）美育文化協会

開催時間　９：３０～１７：００(入館は１６：３０まで）
休館日９月１２日（月）９月２０日（火）
福島市・相馬市・伊達市・二本松市の
入賞作品の展示

１０月１４日（土）～１０月１５日（日） 福岡県 宗像市 福岡・佐賀県展 宗像総合市民センター展示室（全室） （公財）美育文化協会
開催時間　（土）９：００～１７：００（日）９：００～１４：００
最終日は１４時で終了
福岡・佐賀県内の入賞作品展示

日程調整中 島根県 浜田市 島根・鳥取県展 浜田市世界こども美術館　３階　多目的ホール
浜田市世界こども美術館
（公財）美育文化協会

開催時間　９：３０～１７：００（月曜・祝日の翌日は休館）
最終日は１６時で終了
島根・鳥取県内の入賞作品展示

１１月
日程調整中 長野県 長野市

長野県展
（長野会場）

ホクト文化ホール展示室
テレビ信州
（公財）美育文化協会

開催時間　９：００～１８：００
最終日は１６時で終了
入賞作品展示

日程調整中 長野県 松本市
長野県展

（松本会場）
かんてんぱぱショップ松本店ギャラリー

テレビ信州
（公財）美育文化協会

開催時間　１０：００～１８：００
入賞作品展示

日程調整中 長野県 岡谷市
長野県展

（岡谷会場）
イルフプラザ　３階カルチャーセンター

テレビ信州
（公財）美育文化協会

開催時間　１０：００～１９：００
入賞作品展示

１２月
１２月２日（土）～１２月１０日（日） 新潟県 新潟市 新潟県展 新潟市美術館　市民ギャラリー

テレビ新潟
（公財）美育文化協会

開催時間　９：３０～１７：００（月曜は休館）
最終日は１６時で終了
新潟県内の入賞作品展示

１月
日程調整中 宮城県 仙台市 宮城県展 大崎市民ギャラリー・緒絶の館（おだえのやかた）

大崎市教育委員会
（公財）美育文化協会

開催時間　１０：００～１７：００（会期中は無休）
宮城県内の入賞作品展示

３月
日程調整中 沖縄県 那覇市 沖縄県展 沖縄博物館・美術館　美術館エントランス （公財）美育文化協会 開催時間　９：００～１９：００（金）（土）は２０時終了

沖縄県内の入賞作品展示

３１か所

※新型コロナウイルスの影響により、予定変更する場合があります。その場合はホームページに掲載いたします。
※地区展開催日の一カ月前頃には、展示される作品の団体宛にお知らせ致します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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