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丸栄画廊《スクラップブック》所収資料一覧（～1996年）
 大島 歩 編

本リストは、丸栄画廊《スクラップブック》80冊（1959年～2018年、所蔵作品登録番号
JM201900014000、2019年度受贈）のうち、標題に「スクラップブック」もしくは「案内状綴
り」と付された57冊中、整理作業が完了した37冊（1996年10月30日まで）のスクラップブッ
クに含まれる雑多な資料類の内容を一覧にしたものである。

凡例
・ スクラップブックごとに冒頭に愛知県美術館所蔵作品登録番号を記し、（ ）内にスクラッ
プブック背表紙記載の文言を補記した。
・ スクラップブックは背表紙の年記に従って年代順に、ブック内の資料は収録順に掲載し
た。ブック内の資料は概ね年代順に並ぶが、一部前後するものや脱落等が見られる。
・ 資料の大半を占める展覧会の案内状については展覧会名、会期、会場の情報を掲載した。
会期表記が月日のみで年記がない資料のうち、曜日や前後の催事との関係から開催年を
編者が推定したものについては、年記の頭に＊印を付した。
・ 展覧会名の数字や字体は原文のまま掲載した。資料に展覧会名が記載されていない場合
や、資料自体が脱落している場合など、縦覧の便に資するよう編者が補った情報につい
ては（ ）を付した。会場名は、煩雑さを避けるため「榮」を「栄」に、階数を算用数字に統
一した。
・案内状以外の資料が付属する場合は、付属物等の欄に種別を記した。
・判読できない文字は、文字ごとに■で記した。
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展覧会名等 会期等 会場 付属物等
JM201900014001（スクラップブックS34）
松井末吉ローケツ画個展 *1959年１月７日（水）─１月13日（火） 丸栄６階画廊
麻生三郎デッサン淡彩展 *1959年１月15日（木）─１月20日（火） 丸栄６階画廊
國際観光美術家協会展 *1959年１月29日（木）─２月３日（火） 丸栄６階画廊
鵜城繁油画作品展 *1959年２月12日（木）─２月17日（火） 丸栄６階画廊
二井榮逸画伯──能画個展── *1959年２月19日（木）─２月24日（火） 丸栄６階画廊
美術品蔵出し市 *1959年２月20日（金）─２月25日（水） 丸栄５階画廊
第四回伍伸曾展 *1959年３月５日（木）─３月10日（火） 丸栄６階画廊
鹿島大治油絵近作展 *1959年３月12日（木）─３月17日（火） 丸栄６階画廊
中野安次郎油絵個人展 *1959年３月19日（木）─３月24日（火） 丸栄６階画廊
第五回丸栄春の油繪展 *1959年４月１日（水）─４月15日（水） 丸栄６階画廊
第７回竜士会展 *1959年４月18日（土）─４月23日（木） 丸栄６階画廊
織田広喜画伯個展 1959年４月25日（土）─４月30日（木） 丸栄６階画廊
曳杖會展 1959年５月30日（土）─６月４日（木） 丸栄６階画廊
第３回京都洋画家協会展 *1959年６月６日（土）─６月11日（木） 丸栄６階画廊
古澤岩美個展 1959年６月13日（土）─６月18日（木） 丸栄６階画廊
現代東西大家百盌展 1959年６月27日（土）─７月２日（木） 丸栄６階画廊
全日本女流人形美術名古屋展 *1959年７月４日（土）─７月９日（木） 丸栄６階画廊
磯村敏之油絵個人展 1959年８月22日（土）─８月27日（木） 丸栄６階画廊
岩月光金油絵個人展 *1959年８月８日（土）─８月13日（木） 丸栄６階画廊
松本郭南 清水石溪 日本画新作展 *1959年９月12日（土）─９月17日（木） 丸栄６階画廊 目録
五彩会展 *1959年10月31日（土）─11月５日（木） 丸栄５階小画廊
青耀会展 *1959年10月24日（土）─10月29日（木） 丸栄５階画廊
小原工芸グループ展 *1959年11月７日（土）─11月12日（木） 丸栄５階画廊
石黒宗麿個人展 *1959年11月28日（土）─12月３日（木） 丸栄５階画廊 目録
浅田蘇泉日本画展 1959年11月28日（土）─12月３日（木） 丸栄５階画廊
親しみの焼物展 *1959年12月21日（月）─12月28日（月） 丸栄５階画廊
日本画とデッサンの新作展 *1960年１月９日（土）─１月15日（金） 丸栄５階画廊
荒川豊蔵先生水月窯作品展 1960年１月２日（土）─１月７日（木） 丸栄５階画廊
青龍社社人展 *1960年１月16日（土）─１月21日（木） 丸栄５階画廊
山本南陽書作展 *1960年１月23日（土）─１月28日（木） 丸栄５階画廊
（大島楽庵近作展） *1960年１月23日（土）─１月28日（木） 丸栄５階画廊
日本画蒼玄會展 *1960年１月30日（土）─２月４日（土） 丸栄５階画廊
加藤嶺男 清水卯一 二人展 *1960年１月30日（土）─２月４日（土） 丸栄５階画廊
中部第一回蹈青会日本画展 *1960年２月６日（土）─２月11日（木） 丸栄５階画廊
第四回京都洋画家協会小品展 *1960年２月13日（土）─２月18日（木） 丸栄５階画廊
ヘンリー・グラブ油絵展 *1960年２月27日（土）─３月３日（木） 丸栄５階画廊
第五回伍伸會展 *1960年３月５日（土）─３月10日（木） 丸栄５階画廊
矢野景川翁『志野茶碗』作品展 *1960年２月27日（土）─３月３日（木） 丸栄５階画廊
太田龍一個展 *1960年３月12日（土）─３月17日（木） 丸栄５階画廊
黏土小品展 *1960年３月19日（土）─３月24日（木） 丸栄５階画廊
錦綵会新押絵展 *1960年３月19日（土）─３月24日（木） 丸栄５階画廊
第二回五彩会展 *1960年３月26日（土）─３月31日（木） 丸栄５階画廊
加藤幸兵衛作陶展 *1960年４月１日（金）─４月７日（木） 丸栄５階画廊
加藤唐九郎先生個展 1960年３月26日（土）─３月31日（木） 丸栄５階画廊 礼状
加藤唐九郎先生黄瀬戸完成祝賀会 *1960年４月17日（日）午後５時 八事八勝館 祝賀会案内状
第二紀会委員 田中孝之介個人展 1960年４月23日（土）─４月29日（金） 丸栄５階画廊
双城会展 *1960年４月30日（土）─５月５日（木） 丸栄５階画廊
西村千太郎小品展 *1960年４月29日（金）─５月５日（木） 丸栄５階画廊 目録
日本刀と附属小道具陳列会 *1960年５月７日（土）─５月12日（木） 丸栄５階画廊
飯田史朗個人展 1960年５月７日（土）─５月12日（木） 丸栄５階画廊
竹芸 伊藤乃武方個展 *1960年５月14日（土）─５月19日（木） 丸栄５階画廊
岩田工芸硝子展示即売会 *1960年６月４日（土）─６月16日（木） 丸栄５階画廊
淡彩デッサン展 *1960年６月４日（土）─６月16日（木） 丸栄５階画廊
林雅堂日本画個展展 *1960年６月18日（土）─６月23日（木） 丸栄５階画廊
永井繁男個人展 *1960年５月28日（土）─６月２日（木） 丸栄５階画廊
川瀬竹春個人展 1960年６月25日（土）─６月30日（木） 丸栄美術部画廊
楽焼と籠 道年・竹友斉二人展 *1960年７月２日（土）─７月７日（木） 丸栄５階画廊
松井末吉ローケツ画展 *1960年７月１日（金）─７月７日（木） 丸栄美術部画廊
第５回京都洋画家協会展 *1960年７月９日（土）─７月14日（木） 丸栄５階画廊
日本画小品展 *1960年７月23日（土）─７月28日（木） 丸栄５階画廊
第６回さわらび会人形展 1960年７月16日（土）─７月21日（木） 丸栄５階画廊 目録
美術五人展 *1960年７月30日（土）─８月４日（木） 丸栄５階画廊

JM201900014002（スクラップブック昭和35年８月～36年）
第３回美術品藏出し市 *1960年２月25日（木）─３月２日（水） 丸栄５階画廊
佐々木豊個展 油 水彩 *1960年８月20日（土）─８月25日（木） 丸栄５階画廊
第12回曳杖會展 1960年８月13日（土）─８月18日（木） 丸栄５階画廊
山口麗華彫刻個人展 *1960年９月３日（土）─９月８日（木） 丸栄５階画廊 小冊子、封筒
新作日本画 色紙展 *1960年８月27日（土）─９月１日（木） 丸栄小画廊
関戸伸個人展 *1960年８月27日（土）─９月１日（木） 丸栄５階画廊
モダンアート会員小品展 *1960年９月10日（土）─９月15日（木） 丸栄５階画廊
第２回青燿会展 *1960年９月17日（土）─９月22日（木） 丸栄５階画廊
油絵画家 女流三人展 *1960年９月17日（土）─９月22日（木） 丸栄５階画廊
特選美術品の会 *1960年10月24日（月）─10月29日（土） 丸栄５階画廊
黎彩会展 *1960年10月１日（土）─10月６日（木） 丸栄５階画廊
加藤孝一テラコッタ展 1960年10月８日（土）─10月13日（木） 丸栄５階画廊
中部新制作日本画小品展 *1960年10月29日（土）─11月３日（木） 丸栄５階画廊
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展覧会名等 会期等 会場 付属物等
日本工芸名匠新作展 *1960年10月22日（土）─10月27日（木） 丸栄５階画廊 封筒
日本陶磁協会賞受賞13人展 *1960年11月５日（土）─11月10日（木） 丸栄５階画廊
春陶会展 *1960年11月12日（土）─11月17日（木） 丸栄５階画廊
大森運夫個展 *1960年11月19日（土）─11月24日（木） 丸栄５階画廊
流動美術 中原清隆作品展 *1960年11月19日（土）─11月24日（木） 丸栄５階画廊
東西大家日本画表装展 *1960年11月26日（土）─12月１日（木） 丸栄５階画廊
荒川豊蔵先生個人展 *1960年12月３日（土）─12月８日（木） 丸栄５階画廊
白日会小品展 *1960年12月10日（土）─12月14日（水） 丸栄５階画廊
日展特選作家 倉光博個展 *1960年12月３日（土）─12月８日（木） 丸栄５階画廊
輪島漆器展示即売会 *1960年12月５日（月）─12月15日（木） 丸栄５階美術品売場
能・文楽・舞踏・油絵・色紙 花房英樹個展 *1960年12月10日（土）─12月14日（水） 丸栄５階画廊
したしみのやきもの展 *1960年12月15日（土）─12月20日（火） 丸栄５階画廊
新作絵画の即売展 *1960年12月15日（土）─12月20日（火） 丸栄５階画廊 小冊子
自由美術小品展 1961年１月５日（木）─１月11日（水） 丸栄５階画廊
青龍社４人展 *1961年１月５日（木）─１月11日（水） 丸栄５階画廊
東西新人日本画展 *1961年１月14日（土）─１月19日（木） 丸栄５階画廊
加藤孝一陶器作品展 1961年１月21日（土）─１月26日（木） 丸栄５階画廊
新春丸栄美術展 1961年１月28日（土）─２月９日（木） 丸栄５階画廊
平川勇作品展 1961年２月18日（土）─２月23日（木） 丸栄５階画廊
第６回伍伸会展 1961年２月11日（土）─２月16日（木） 丸栄５階画廊
山口薫 森芳雄 デッサン展 1961年２月11日（土）─２月16日（木） 丸栄５階画廊
桂薫会日本画展 1961年２月18日（土）─２月23日（木） 丸栄５階画廊
濱孤嘯新作日本画展 1961年３月４日（土）─３月９日（木） 丸栄５階画廊
須田寿個人展 1961年３月11日（土）─３月16日（木） 丸栄５階画廊
新作日本画展 1961年３月11日（土）─３月16日（木） 丸栄５階画廊
前田曎個人展 1961年３月18日（土）─３月23日（木） 丸栄５階画廊
古沢岩美個展 渡欧記念 1961年３月18日（土）─３月23日（木） 丸栄５階画廊
中村正義画伯謹画 萬松寺不動堂襖絵展 1961年３月25日（土）─３月30日（木） 丸栄５階画廊
花房英樹個展 能・文楽・舞踏・油画作品 1961年３月25日（土）─３月30日（木） 丸栄５階画廊
丸栄春の油絵展 1961年４月１日（土）─４月６日（木） 丸栄５階画廊
寺田政明水墨画展 1961年４月１日（土）─４月６日（木） 丸栄５階画廊
河本正個人展 1961年４月８日（土）─４月13日（木） 丸栄５階画廊
花による油絵展 1961年４月８日（土）─４月13日（木） 丸栄５階画廊
茶道工藝新作品 金鱗展 1961年４月15日（土）─４月20日（木） 丸栄５階画廊
現代瀬戸陶芸展 1961年４月22日（土）─４月27日（木） 丸栄５階画廊
鬼頭篁個人展 1961年４月22日（土）─４月27日（木） 丸栄５階画廊
長谷川利行遺作展 1961年４月29日（土）─５月４日（木） 丸栄５階画廊
北川民次版画展 1961年５月５日（金）─５月10日（水） 丸栄５階画廊
河本五郎作陶展 1961年５月13日（土）─５月18日（木） 丸栄５階画廊
田中単三個人展 1961年５月13日（土）─５月18日（木） 丸栄５階画廊
第二回中部蹈青会日本画展 1961年５月20日（土）─５月25日（木） 丸栄５階画廊
東西水墨画展 1961年５月20日（土）─５月25日（木） 丸栄５階画廊
61年度 岩田工芸硝子新作展 1961年４月29日（土）─５月10日（木） 丸栄５階美術部ステージ
瀬戸陶芸作家新作展 1961年５月20日（土）─５月25日（木） 丸栄５階画廊
油絵大家展 *1961年５月27日（土）─６月１日（木） 丸栄５階画廊
鳥海青児 油絵デッサン展 *1961年５月27日（土）─６月１日（木） 丸栄５階画廊
伏田実個人展 *1961年６月３日（土）─６月８日（木） 丸栄５階画廊
常滑陶芸新作展 *1961年６月３日（土）─６月８日（木） 丸栄５階画廊
大林正一個人展 *1961年６月10日（土）─６月15日（木） 丸栄５階画廊
神谷立樹個人展 *1961年６月10日（土）─６月15日（木） 丸栄５階画廊
ガラス絵と油絵小品による 山田光春個展 *1961年６月17日（土）─６月22日（木） 丸栄５階画廊
楽焼と篭 道年竹友斉二人展 *1961年６月17日（土）─６月22日（木） 丸栄５階画廊
朝見香城日本画新作展／第一回旦交會日本画展 *1961年６月24日（土）─６月30日（金） 丸栄５階画廊
寺田政明・鈴木国稔 ２人展 *1961年７月１日（土）─７月６日（木） 丸栄５階画廊
柴田鋼造個人展 *1961年７月１日（土）─７月６日（木） 丸栄５階画廊
河出幸之助個展 *1961年７月７日（金）─７月13日（木） 丸栄５階画廊
加藤幸兵衛作陶展 *1961年７月７日（金）─７月13日（木） 丸栄５階画廊
20代の日本画展 *1961年７月15日（土）─７月20日（木） 丸栄５階画廊
社本我泉個人展 *1961年７月22日（土）─７月27日（木） 丸栄５階画廊
丸榮淡彩デッサン展 *1961年７月22日（土）─７月27日（木） 丸栄５階画廊

JM201900014003（スクラップブック36.8～37.4）
第６回さわらび会人形展 1961年８月５日（土）─８月10日（木） 丸栄５階画廊
米重忠夫個展 *1961年８月５日（土）─８月10日（木） 丸栄５階画廊
碧宇 緑翠 正義 三人展 *1961年７月29日（土）─８月３日（木） 丸栄５階画廊 封筒
美濃陶芸展 *1961年８月19日（土）─８月24日（木） 丸栄５階画廊
加藤正音個人展 *1961年８月19日（土）─８月24日（木） 丸栄５階画廊
第３回全日本女流人形美術 名古屋展 1961年８月26日（土）─８月31日（木） 丸栄５階画廊 目録
美術五人展 *1961年９月２日（土）─９月７日（木） 丸栄５階画廊
清水茂生作陶展 *1961年９月２日（土）─９月７日（木） 丸栄５階画廊
油絵画家の美人画展 *1961年９月９日（土）─９月14日（木） 丸栄５階画廊
黒田辰秋 木・漆藝個人展 1961年９月９日（土）─９月14日（木） 丸栄５階画廊 封筒
立軌展 1961年９月16日（土）─９月21日（木） 丸栄５階画廊
油絵新作展 1961年９月23日（土）─９月28日（木） 丸栄５階画廊
日本画 七星会展 *1961年９月23日（土）─９月28日（木） 丸栄５階画廊
洋画家の水墨展 *1961年９月30日（土）─10月５日（木） 丸栄５階画廊
和洋画壇 秀作展 *1961年９月30日（土）─10月５日（木） 丸栄５階画廊 封筒
織田廣喜滞欧作品展 *1961年10月７日（土）─10月12日（木） 丸栄５階画廊
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福田豊四郎近作展 *1961年10月７日（土）─10月12日（木） 丸栄５階画廊 目録
山田双年個人展 *1961年10月14日（土）─10月19日（木） 丸栄５階画廊
伝統工芸常滑焼 山田常山 山田小常山 父子陶芸展 *1961年10月14日（土）─10月19日（木） 丸栄５階画廊
水月窯試作展 *1961年10月21日（土）─10月26日（木） 丸栄５階画廊
山崎豊個人展 *1961年10月21日（土）─10月26日（木） 丸栄５階画廊
坪内節太郎 油彩水墨 個人展 1961年10月28日（土）─11月２日（木） 丸栄５階画廊
藤原啓 作陶二十五周年記念展 *1961年10月28日（土）─11月２日（木） 丸栄５階画廊
岩田文堂個展 1961年11月３日（金）─11月８日（水） 丸栄５階画廊 目録
冨田保和個展 *1961年11月３日（金）─11月８日（水） 丸栄５階画廊
第２回中部新制作日本画展 *1961年11月18日（土）─11月23日（木） 丸栄５階画廊
むうれ彫塑小品展 *1961年11月25日（土）─11月30日（木） 丸栄５階画廊
現代日本絵画展 *1961年11月25日（土）─11月30日（木） 丸栄５階画廊
鋳金工芸 伊藤鐐一個展 *1961年12月２日（土）─12月７日（木） 丸栄５階画廊
松林桂月小品展 *1961年12月９日（土）─12月15日（金） 丸栄５階画廊
栄美会日本画展 1961年12月２日（土）─12月７日（木） 丸栄５階画廊
飯田史朗個展 1961年12月16日（土）─12月21日（木） 丸栄５階画廊 封筒のみ
安藤繁和 小原紙工芸展 *1961年12月16日（土）─12月21日（木） 丸栄５階画廊
青龍社社人社友スケッチ展 *1961年12月22日（金）─12月25日（月） 丸栄５階画廊
第２回白日会会員小品展 *1961年12月26日（火）─12月31日（日） 丸栄５階画廊
第２回自由美術協会会員小品展 *1962年１月２日（火）─１月10日（水） 丸栄５階画廊
（野村）清六近作小品展 *1962年１月２日（火）─１月10日（水） 丸栄５階画廊
畔柳赫個展 1962年１月13日（土）─１月18日（木） 丸栄５階画廊
岩月虎雄個展 *1962年１月20日（土）─１月25日（木） 丸栄５階画廊 目録
日本画名画展 *1962年１月20日（土）─１月25日（木） 丸栄５階画廊
新春丸栄美術展 *1962年１月27日（土）─２月８日（木） 丸栄５階画廊
第４回東洋画 金奉伸個展 *1962年２月３日（土）─２月８日（木） 丸栄５階画廊 目録
中部青龍社社友展 *1962年２月10日（土）─２月15日（木） 丸栄５階画廊
第一回綠紅会展 *1962年２月10日（土）─２月15日（木） 丸栄５階画廊
稲葉実個展 *1962年２月17日（土）─２月22日（木） 丸栄５階大画廊
昭和36年度 院展三賞 受賞者六人展 1962年２月17日（土）─２月22日（木） 丸栄５階画廊
第４回美術品蔵出し市 *1962年２月24日（土）─３月１日（木） 丸栄５階画廊
淺井金萬日本画展 *1962年３月３日（土）─３月８日（木） 丸栄５階画廊
㐧二回桂薫会日本画展 *1962年３月10日（土）─３月15日（木） 丸栄５階画廊
甲々社日本画展 *1962年３月10日（土）─３月15日（木） 丸栄５階画廊
クリフトン・カーフ素描展 *1962年３月17日（土）─３月22日（木） 丸栄５階画廊
（不明） 丸栄５階画廊 カード
片山宏個人展 1962年３月24日（土）─３月29日（木） 丸栄５階画廊
磯村敏之個展 *1962年３月24日（土）─３月29日（木） 丸栄５階画廊
花による油絵展 *1962年３月31日（土）─４月５日（木） 丸栄５階画廊
万葉によるいけ花展（春の部） *1962年３月31日（土）─４月５日（木） 丸栄５階画廊
勝野由睦 七宝新作展 *1962年４月７日（土）─４月12日（木） 丸栄５階画廊
山口麗華先生 新生画 個人展 *1962年４月７日（土）─４月12日（木） 丸栄５階画廊 封筒
渦会日本画展 淡彩デッサン展 *1962年４月14日（土）─４月19日（木） 丸栄５階画廊

JM201900014004（スクラップブックS37）
五立会展 *1962年４月21日（土）─４月26日（木） 丸栄５階画廊
ウイダヤト滞日作品発表展 *1962年４月21日（土）─４月26日（木） 丸栄５階画廊
須田寿個人展 *1962年４月28日（土）─５月３日（木） 丸栄５階画廊
第二回旦交 日本画展／朝見香城水墨画展 *1962年５月５日（土）─５月10日（木） 丸栄５階画廊
瀧穐方新作日本画・展 1962年４月28日（土）─５月３日（木） 丸栄５階画廊
青龍社々友 臼杵一穂展 1962年５月12日（土）─５月17日（木） 丸栄５階画廊
加藤丈助喜寿記念作品展／朝見香城水墨画展 *1962年５月５日（土）─５月10日（木） 丸栄５階画廊
紙による工芸研究展 *1962年５月19日（土）─５月24日（木） 丸栄５階画廊
第一回三派三人会日本画展 *1962年５月26日（土）─５月31日（木） 丸栄５階画廊
大林正一個人展 *1962年６月２日（土）─６月７日（木） 丸栄５階画廊
皐耀会日本画展 *1962年６月９日（土）─６月14日（木） 丸栄５階画廊
伊東隆雄日本画展 *1962年６月16日（土）─６月21日（木） 丸栄５階画廊
新鋭作家洋画展 1962年６月16日（土）─６月21日（木） 丸栄５階画廊
第２回平川勇作品展 *1962年６月23日（土）─６月29日（金） 丸栄５階画廊
鬼頭篁個展 1962年６月30日（土）─７月５日（木） 丸栄５階画廊
第十四回曳杖会展 1962年８月１日（土）─８月16日（木） 丸栄５階画廊 目録のみ
山永光甫Japan展 *1962年５月９日（土）─５月14日（木） 丸栄５階画廊
赫美会展 *1962年６月30日（土）─７月５日（木） 丸栄５階画廊
丸栄夏の油絵展 *1962年７月６日（金）─７月12日（木） 丸栄５階画廊
横山朱実ミニチュア展 1962年７月６日（金）─７月12日（木） 丸栄５階小画廊
中国工芸品展示会 *1962年７月20日（金）─８月１日（水） 丸栄５階美術部ステージ
第８回さわらび会人形展 *1962年７月21日（土）─７月26日（木） 丸栄５階画廊
新栄会日本画展 *1962年７月28日（土）─８月２日（木） 丸栄５階画廊
山口薫水彩作品展 *1962年７月28日（土）─８月２日（木） 丸栄５階画廊
後藤又兵衛サムホール展 *1962年７月28日（土）─８月２日（木） 丸栄５階画廊
20代の日本画展 1962年８月４日（土）─８月８日（水） 丸栄５階画廊
第14回曳杖会展 1962年８月11日（土）─８月16日（木） 丸栄５階画廊
観光地を描く油絵展 *1962年８月18日（土）─８月23日（木） 丸栄５階画廊
現代日本画小品展 *1962年８月18日（土）─８月23日（木） 丸栄５階画廊
栗林信近作展 1962年８月25日（土）─８月30日（木） 丸栄５階画廊
山田光春個展 油絵・ガラス絵 1962年９月１日（土）─９月６日（木） 丸栄５階画廊
加藤正音展 *1962年９月１日（土）─９月６日（木） 丸栄５階画廊
楽焼と籠 道年・竹友斉二人展 *1962年９月８日（土）─９月13日（木） 丸栄５階画廊
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森村宜永日本画展 *1962年９月８日（土）─９月13日（木） 丸栄５階画廊
山本南陽書作展 ９月22日─９月27日 丸栄５階画廊
清水卯一作陶展 *1962年９月15日（土）─９月20日（木） 丸栄５階画廊
佳紅流秋のいけばな展 師範披露 1962年９月15日（土）─９月20日（木） 丸栄５階画廊
現代日本画 河原勇夫 新作小品展 *1962年９月22日（土）─９月27日（木） 丸栄５階画廊
都竹伸政個展 油絵、パステル、デツサン *1962年９月29日（土）─10月４日（木） 丸栄５階画廊
横山葩生個展 *1962年９月29日（土）─10月４日（木） 丸栄５階画廊
秋栄会洋画展 1962年10月６日（土）─10月11日（木） 丸栄５階画廊
第２回林雅堂日本画展 *1962年10月６日（土）─10月11日（木） 丸栄５階画廊
黒田辰秋 木・漆芸個展 *1962年10月13日（土）─10月18日（木） 丸栄５階画廊
碧雲会画展 *1962年10月13日（土）─10月18日（木） 丸栄５階画廊
第四回五彩会展 *1962年10月20日（土）─10月25日（木） 丸栄５階画廊
河出幸之助日本画展 1962年10月20日（土）─10月25日（木） 丸栄５階画廊
古沢岩美 パリの女クロッキー展 *1962年10月27日（土）─11月１日 （木） 丸栄５階画廊 
加藤一個展 *1962年11月３日（土）─11月８日（木） 丸栄５階画廊
坪内節太郎水墨展 *1962年11月17日（土）─11月21日（水） 丸栄５階画廊
神谷立樹個展 *1962年11月３日（土）─11月８日（木） 丸栄５階画廊
第二回 安藤繁和 小原紙工芸展 *1962年11月10日（土）─11月15日（木） 丸栄５階画廊
荒尾常蔵新作陶展 *1962年11月23日（金）─11月29日（木） 丸栄５階画廊 目録
手織紬 志村ふくみ展 *1962年11月23日（金）─11月29日（木） 丸栄５階画廊
第２回河本正日本画展 *1962年12月１日（土）─12月６日（木） 丸栄５階画廊
第３回松井末吉作品展 *1962年12月８日（土）─12月13日（木） 丸栄５階画廊
栄美会日本画展 1962年12月８日（土）─12月13日（木） 丸栄５階画廊
第三回中部新制作日本画展 *1962年12月15日（土）─12月20日（木） 丸栄５階画廊
第３回自由美術家協会々員小品展 *1963年１月２日（水）─１月10日（木） 丸栄５階画廊
畔柳赫日本画展 *1963年１月19日（土）─１月24日（木） 丸栄５階画廊
ゆうもあ・くらぶ 有名会員作品展と色紙即売会 *1963年１月２日（水）─１月10日（木） 丸栄５階画廊
藤田高日子個展 *1963年１月12日（土）─１月16日（木） 丸栄５階画廊
日展秀作デッサン展 *1963年２月２日（土）─２月７日（木） 丸栄５階画廊
新春丸榮美術展 *1963年２月２日（土）─２月７日（木） 丸栄５階画廊
第９回さわらび会人形展 *1963年２月16日（土）─２月20日（木） 丸栄５階画廊
興英会三人展 *1963年２月23日（土）─２月28日（木） 丸栄５階画廊
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第５回美術品蔵出し市 *1963年３月９日（土）─３月14日（木） 丸栄５階画廊
甲々社日本画展 *1963年３月23日（土）─３月28日（木） 丸栄５階画廊
尾関重之介小品展 *1963年３月16日（土）─３月21日（木） 丸栄５階小画廊
太田博明小品展 *1963年３月23日（土）─３月28日（木） 丸栄５階画廊
山口麗華個人展 *1963年３月30日（土）─４月４日（木） 丸栄５階画廊
第15回曳杖 展 1964年１月25日（土）─１月30日（木） 丸栄５階画廊
第２回伏田実個展 *1963年４月６日（土）─４月11日（土） 丸栄５階画廊
片山宏個展 1963年４月20日（土）─４月25日（木） 丸栄５階画廊
加藤幸兵衛・卓夫 父子陶芸展 *1963年４月20日（土）─４月25日（木） 丸栄５階画廊
飯田史朗第四回個人展 *1963年４月27日（土）─５月２日（木） 丸栄５階画廊
伊豆蔵寿郎陶芸個展 *1963年４月27日（土）─５月２日（木） 丸栄５階画廊
小松均個展 *1963年５月11日（土）─５月16日（木） 丸栄５階画廊
日本工芸会東海支部展 *1963年５月25日（土）─５月30日（木） 丸栄５階画廊
第五回現代諸大家油絵新作展 *1963年５月18日（土）─５月23日（木） 丸栄５階画廊
広永窯作品展 *1963年６月１日（土）─６月６日（木） 丸栄５階画廊
間瀬琳一個展 1963年５月18日（土）─５月23日（木） 丸栄５階画廊
大塚堅二郎・和 二人展 *1963年６月８日（土）─６月13日（木） 丸栄５階画廊
矢橋六郎渡欧作品展 *1963年６月15日（土）─６月20日（木） 丸栄５階画廊
江川平三個展 *1963年６月15日（土）─６月20日（木） 丸栄５階画廊
（加藤）嶺男展 *1963年６月22日（土）─６月27日（木） 丸栄５階画廊 小冊子のみ
第二回五星会日本画展 *1963年６月22日（土）─６月27日（木） 丸栄５階画廊
永井繁男個展 *1963年６月29日（土）─７月４日（木） 丸栄５階画廊
荒尾常蔵作陶展 *1963年６月29日（土）─７月４日（木） 丸栄５階画廊
淡彩デッサン展 *1963年７月６日（土）─７月12日（金） 丸栄５階画廊
岩原良仁個展 1963年７月６日（土）─７月12日（金） 丸栄５階画廊
無型工人 十年記念展 1963年７月13日（土）─７月18日（木） 丸栄５階画廊
現代巨匠油絵展 *1963年７月13日（土）─７月18日（木） 丸栄５階画廊
「図鑑揖斐川石」刊行記念 名石展 *1963年７月20日（土）─７月25日（木） 丸栄５階画廊
京都七山管長 墨蹟展 *1963年７月27日（土）─８月１日（木） 丸栄５階画廊
第二回三三会日本画展 *1963年７月27日（土）─８月１日（木） 丸栄５階画廊
青木秀次郎日本画展 *1963年８月３日（土）─８月７日（木） 丸栄５階画廊
20代の日本画展 1963年８月17日（土）─８月22日（木） 丸栄５階画廊
鉄斎・芋銭・恒友展 *1963年８月10日（土）─８月15日（木） 丸栄５階画廊
関戸伸個展 1963年８月17日（土）─８月22日（木） 丸栄５階画廊
嶋谷自然個展 *1963年８月24日（土）─８月29日（木） 丸栄５階画廊
美術五人展 *1963年８月31日（土）─９月５日（木） 丸栄５階画廊
複製 仏像・彫刻名品展 *1963年８月31日（土）─９月５日（木） 丸栄５階画廊
新古書画即売会 *1963年９月７日（土）─９月12日（木） 丸栄５階画廊
万葉に寄するいけ花展 *1963年９月21日（土）─９月26日（木） 丸栄５階画廊
森村宜永茶掛展 *1963年９月14日（土）─９月19日（木） 丸栄５階画廊
睦美会美術展 1963年９月21日（土）─９月26日（木） 丸栄５階画廊
彼末宏油絵個展 *1963年９月28日（土）─10月３日（木） 丸栄５階画廊
五彩会五周年記念展 *1963年９月28日（土）─10月３日（木） 丸栄５階画廊
奈良県工芸展 *1963年10月５日（土）─10月10日（木） 丸栄５階画廊
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河出幸之助個展 *1963年10月５日（土）─10月10日（木） 丸栄５階画廊
田村耕一陶芸個展・鵜飼英夫染色展 *1963年10月12日（土）─10月17日（木） 丸栄５階画廊
大塚達夫個展 *1963年10月19日（土）─10月24日（木） 丸栄５階画廊
加藤舜陶作陶展 *1963年10月26日（土）─10月31日（木） 丸栄５階画廊
石黒連州水墨展 1963年10月26日（土）─10月31日（木） 丸栄５階画廊
丸榮設立20周年記念 中部美術大家展 1963年11月２日（土）─11月７日（木） 丸栄５階画廊 封筒、挨拶状
丸榮設立20周年記念 現代洋画大家展 1963年11月９日（土）─11月14日（木） 丸栄５階画廊
丸榮設立20周年記念 現代工芸大家展 1963年11月16日（土）─11月21日（木） 丸栄５階画廊
丸榮設立20周年記念 現代日本画大家展 1963年11月23日（土）─11月28日（土） 丸栄５階画廊
親しみのやきもの展 *1963年12月７日（土）─12月12日（木） 丸栄５階画廊
山田朝春陶芸展 *1963年11月30日（土）─12月５日（木） 丸栄５階画廊
栄木会日本画展 *1963年12月７日（土）─12月12日（木） 丸栄５階画廊
中部新制作 日本画研究会 第４回作品展 *1963年12月14日（土）─12月19日（木） 丸栄５階画廊
現代大家美術秀作展 *1963年12月22日（日）─12月31日（火） 丸栄５階画廊
第１回圭人社人形展 *1964年１月２日（木）─１月９日（木） 丸栄５階画廊
京洛禅僧筆墨展 *1964年１月２日（木）─１月９日（木） 丸栄５階画廊
中国伝統工芸展 *1964年１月11日（土）─１月15日（水） 丸栄５階画廊
三輪高英個展 *1964年１月18日（土）─１月23日（木） 丸栄５階画廊
「日展」中部日本画会小品展 *1964年２月１日（土）─２月６日（木） 丸栄５階画廊
民芸わがた木芸展 *1964年２月１日（土）─２月６日（木） 丸栄５階画廊
第４回白日会名古屋小品展 *1964年２月８日（土）─２月13日（木） 丸栄５階画廊
備前焼秀作展 *1964年２月８日（土）─２月13日（木） 丸栄５階画廊
畔柳赫個展 *1964年２月22日（土）─２月27日（木） 丸栄５階画廊
西村朝喜近作展 *1964年２月22日（土）─２月27日（木） 丸栄５階画廊
瀬戸本業窯小品展 *1964年２月15日（土）─２月27日（木） 丸栄５階美術ステージ
第６回美術品蔵出し市 *1964年２月29日（土）─３月５日（木） 丸栄５階画廊
海を渡る揖斐川名石展 *1964年３月７日（土）─３月12日（木） 丸栄５階画廊
仙田雪山子画伯能画展 *1964年３月14日（土）─３月18日（水） 丸栄５階画廊
浅井金萬日本画展 *1964年３月14日（土）─３月18日（水） 丸栄５階画廊
甲々社日本画展 *1964年３月20日（金）─３月26日（木） 丸栄５階画廊
こけし名品展 *1964年３月20日（金）─３月26日（木） 丸栄５階画廊
近代絵画の３巨匠 セザンヌ、ルノアール、ルオー名作展 *1964年４月11日（土）─４月22日（水） 丸栄８階催場 「こけし名作展」裏面
清水卯一個展 *1964年３月28日（土）─４月２日（木） 丸栄５階画廊
鈴木睦美個展 *1964年３月28日（土）─４月２日（木） 丸栄５階画廊
第３回むうれ彫塑小品展 1964年４月４日（土）─４月９日（木） 丸栄５階画廊

JM201900014006（スクラップブック39.4～）
大森朔衛個展 *1964年４月11日（土）─４月16日（木） 丸栄５階画廊
大島哲以個展 1964年４月11日（土）─４月16日（木） 丸栄５階画廊
（丸榮設立20周年記念 中部美術大家展） *1964年４月18日（土）─４月23日（木） 丸栄５階画廊
中部日本画ミニチュア展 *1964年４月18日（土）─４月23日（木） 丸栄５階画廊
現代諸大家日本画新作展 *1964年４月25日（土）─４月30日（木） 丸栄５階画廊
織田広喜近作展 *1964年４月25日（土）─４月30日（木） 丸栄５階画廊
第４回旦交会日本画展 *1964年５月２日（土）─５月７日（木） 丸栄５階画廊
山永光甫Japan展 *1964年５月９日（土）─５月14日（木） 丸栄５階画廊
林雅堂画塾 雅友会会員作品展 *1964年５月９日（土）─５月14日（木） 丸栄５階画廊
河本五郎陶芸新作展９ *1964年５月30日（土）─６月４日（木） 丸栄５階画廊
第２回日本工芸会東海支部展 *1964年５月23日（土）─５月28日（木） 丸栄５階画廊
彫刻と絵画五人展 *1964年６月６日（土）─６月11日（木） 丸栄５階画廊
太田博明七宝作品展 *1964年６月13日（土）─６月18日（木） 丸栄５階画廊
我妻碧宇水墨小品展 *1964年６月13日（土）─６月18日（木） 丸栄５階画廊
第三回三派三人会展 *1964年６月20日（土）─６月25日（木） 丸栄５階画廊
現代諸大家油絵展 1964年６月27日（土）─７月２日（木） 丸栄５階画廊
第３回五立会展 *1964年７月11日（土）─７月16日（木） 丸栄５階画廊
俊秀美術六人展 *1964年７月４日（土）─７月10日（金） 丸栄５階画廊
野村清六 日本画展 *1964年７月11日（土）─７月16日（木） 丸栄５階画廊
田中岑個展 1964年７月18日（土）─７月23日（木） 丸栄５階画廊
沖縄陶器展 *1964年７月25日（土）─８月５日（水） 丸栄５階美術ステージ
淡彩デッサン展 1964年７月25日（土）─７月30日（木） 丸栄５階画廊
瀬戸作陶会展 *1964年７月25日（土）─７月30日（木） 丸栄５階画廊
益子 浜田門窯展 *1964年８月１日（土）─８月５日（水） 丸栄５階画廊
中村正義水墨展 *1964年８月８日（土）─８月13日（木） 丸栄５階画廊
ピカソ リトグラフ展 *1964年８月８日（土）─８月13日（木） 丸栄５階画廊
木村荘八 竹久夢二 作品展 *1964年８月22日（土）─８月27日（木） （記載なし）
揖斐川 水石の会 *1964年８月29日（土）─９月３日（木） 丸栄５階画廊
第一回櫟木崇子個展 *1964年９月５日（土）─９月10日（木） 丸栄５階画廊
第２回朝日陶芸展 *1964年９月５日（土）─９月10日（木） 丸栄８階催場
児玉幸雄個展 *1964年９月５日（土）─９月10日（木） 丸栄５階画廊
新古書画即売会 *1964年９月12日（土）─９月17日（木） 丸栄５階画廊
第５回道年・竹友斉二人展 *1964年９月19日（土）─９月24日（木） 丸栄５階画廊
睦美会美術展 *1964年９月19日（土）─９月24日（木） 丸栄５階画廊
彼末宏個展 *1964年９月26日（土）─10月１日（木） 丸栄５階画廊
藤田嗣治版画展 *1964年10月３日（土）─10月８日（木） 丸栄５階画廊
手織工芸グループ絲音会展 *1964年10月３日（土）─10月８日（木） 丸栄５階画廊
藤原啓陶芸展 1964年10月10日（土）─10月15日（木） 丸栄５階画廊
林雅堂喜寿記念展 *1964年10月10日（土）─10月15日（木） 丸栄５階画廊
第２回奈良民芸展 1964年10月17日（土）─10月22日（木） 丸栄５階画廊
源右衛門窯作品展 *1964年10月24日（土）─10月29日（木） 丸栄５階画廊
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展覧会名等 会期等 会場 付属物等
加藤一個展 *1964年10月24日（土）─10月29日（木） 丸栄５階画廊
鬼塚金華油絵個展 *1964年10月31日（土）─11月５日（木） 丸栄５階画廊
日本洋画商協同組合秋季展 *1964年11月７日（土）─11月12日（木） 丸栄５階画廊
第２回栄木会日本画展 *1964年11月14日（土）─11月19日（木） 丸栄５階画廊
大石俊彦近作小品展 1964年11月14日（土）─11月19日（木） 丸栄５階画廊 目録
第六回無型工人展 1964年11月21日（土）─11月26日（木） 丸栄５階画廊
主体美術六人展 1964年11月21日（土）─11月26日（木） 丸栄５階画廊
ふるさとのやきものシリーズ 日本陶芸史のなぞ 黒い壺展 *1964年11月28日（土）─12月３日（木） 丸栄５階画廊
風土会作品展 *1964年12月５日（土）─12月10日（木） 丸栄５階画廊
親しみのやきもの展 *1964年12月５日（土）─12月10日（木） 丸栄５階画廊
石黒連州水墨展 1964年10月17日（土）─10月22日（木） 丸栄中央画廊
蒼展 中部新制作日本画部研究会 1964年12月22日（火）─12月26日（土） 丸栄５階画廊
関西在住 独立美術会員展 *1964年12月27日（日）─12月31日（木） 丸栄５階画廊
新春書道秀作十人展 1965年１月２日（土）─１月７日（木） 丸栄５階画廊
今井俊満作品展 *1965年１月９日（土）─１月13日（水） 丸栄５階画廊
日展秀作デッサン展 *1965年１月15日（金）─１月20日（水） 丸栄５階画廊
中国工芸美術展 *1965年１月23日（土）─１月28日（木） 丸栄５階画廊
蚤の市 *1965年１月９日（土）─１月13日（水） 丸栄４階催場
第11回さわらび会人形展 *1965年２月13日（土）─２月18日（木） 丸栄５階画廊
藤井重雄展 *1965年２月13日（土）─２月18日（木） 丸栄５階画廊
伊藤継郎個展 *1965年２月20日（土）─２月25日（木） 丸栄５階画廊
能面展 *1965年３月６日（土）─３月11日（木） 丸栄５階画廊
清宮質文個展 *1965年３月13日（土）─３月18日（木） 丸栄５階画廊
加藤清之陶芸新作展 *1965年３月13日（土）─３月18日（木） 丸栄５階画廊
三巨匠版画展 ダリ・ミロ・クラーベ *1965年３月20日（土）─３月25日（木） 丸栄５階画廊
備前焼作品展 *1965年３月20日（土）─３月25日（木） 丸栄５階画廊
磯村敏之作品展 *1965年３月27日（土）─４月１日（木） 丸栄５階画廊
65 春の岩田工芸ガラス新作展 1965年４月10日（土）─４月15日（木） 丸栄５階画廊
中国墨拓展 *1965年４月17日（土）─４月22日（木） 丸栄５階画廊
春の丸榮美術大家展 *1965年４月10日（土）─４月15日（木） 丸栄５階画廊
伊勢崎陽山・淳 作陶展 *1965年４月17日（土）─４月22日（木） 丸栄５階画廊
現代フランス油絵展 *1965年４月24日（土）─４月29日（木） 丸栄５階画廊
1000万人におくる大感謝祭 埴輪展 *1965年５月１日（土）─５月６日（木） 丸栄５階画廊
現代伊賀・加賀陶芸展 *1965年５月１日（土）─５月６日（木） 丸栄５階画廊
第５回旦交会日本画展 1965年５月８日（土）─５月13日（木） 丸栄５階画廊
田村耕一作陶展 *1965年５月15日（土）─５月20日（木） 丸栄５階画廊
このはな会染色展 *1965年５月22日（土）─５月27日（木） 丸栄５階画廊
（日本伝統工芸東海展） メモのみ（資料脱落）
台湾民芸展 *1965年５月29日（土）─６月３日（木） 丸栄５階画廊
大分竹工芸展 *1965年６月12日（土）─６月17日（木） 丸栄５階画廊
我妻碧宇水墨展 *1965年６月12日（土）─６月17日（木） 丸栄５階画廊
桂離宮・修学院離宮風物 三輪高英日本画展 *1965年６月19日（土）─６月24日（木） 丸栄５階画廊
中条茂滞欧作品展 *1965年６月19日（土）─６月24日（木） 丸栄５階画廊
古沢岩美個展 1965年６月26日（土）─６月30日（水） 丸栄５階画廊
第４回五星会日本画展 1965年７月１日（木）─７月５日（月） 丸栄５階画廊
瀬戸作陶会展 1965年７月１日（木）─７月５日（月） 丸栄５階画廊

JM201900014007（（案内状綴り）40.7～41.7）
第３回睦美会展 *1965年７月６日（火）─７月10日（土） 丸栄５階画廊
石花流華道展 *1965年７月６日（火）─７月10日（土） 丸栄５階画廊
第４回三派三人会展 *1965年７月11日（日）─７月15日（木） 丸栄５階画廊
ロートレック版画展 *1965年７月24日（土）─７月29日（木） 丸栄５階画廊
ふるさとのやきものシリーズ 第４回 古信楽展 *1965年７月17日（土）─７月22日（木） 丸栄５階画廊
松谷六郎個展 *1965年７月31日（土）─８月４日（水） 丸栄５階画廊
松原春海陶彫刻個展 *1965年７月31日（土）─８月４日（水） 丸栄５階画廊
淡彩デッサン展 *1965年８月７日（土）─８月12日（木） 丸栄５階画廊
名古屋ABC日本画展 *1965年８月７日（土）─８月12日（木） 丸栄５階画廊 目録
柴田一雄 全日本国立公園日本画展 *1965年８月14日（土）─８月18日（水） 丸栄５階画廊 目録、

絵葉書（忍野の朝富士）
（蚤の市） ４階催場 メモのみ（資料脱落）
レリーフ巧芸画と原画展 *1965年８月21日（土）─８月26日（木） 丸栄５階画廊
（美濃水石展） メモのみ（資料脱落）
国際美術協会洋画展 *1965年８月28日（土）─９月２日（木） 丸栄５階画廊 絵葉書（同会有名洋画家

新作展、京都・東京・
大阪大丸）

丸栄特選 クラフト発表展 *1965年９月４日（土）─９月９日（木） 丸栄５階画廊
（猪本■四郎） メモのみ（資料脱落）
第６回道年・竹友斉二人展 *1965年９月11日（土）─９月16日（木） 丸栄５階画廊
島田章三油絵個展 *1965年９月11日（土）─９月16日（木） 丸栄５階画廊
海老原喜之助リトグラフ展 *1965年９月18日（土）─９月23日（木） 丸栄５階画廊
（加藤）嶺男展 *1965年９月18日（土）─９月23日（木） 丸栄５階画廊
飯田史朗個展 *1965年９月25日（土）─９月30日（木） 丸栄５階画廊
薩摩焼陶芸展 *1965年９月25日（土）─９月30日（木） 丸栄５階画廊
現代洋画壇 秀作20人展 *1965年10月２日（土）─10月７日（木） 丸栄５階画廊
朱陶会作品展 *1965年２月26日（金）─３月３日（水） 丸栄５階画廊
野見山暁治 パリー風景水彩画展 *1965年10月２日（土）─10月７日（木） 丸栄５階画廊
手織工芸グループ絲音会展 *1965年10月９日（土）─10月14日（木） 丸栄５階画廊
彼末宏個展 *1965年10月16日（土）─10月21日（木） 丸栄５階画廊
斎藤寿一版画展 1966年３月12日（土）─３月17日（木） 丸栄５階画廊
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河出幸之助 日本画小品展 *1965年10月16日（土）─10月21日（木） 丸栄５階画廊
第７回金鱗会展 *1965年10月30日（土）─11月４日（木） 丸栄５階画廊
丸幸陶苑納品明細書 封筒、明細書
（ミロ版） メモのみ（資料脱落）
（山本■一） メモのみ（資料脱落）
絵更紗 吉田琴子個展 *1965年11月13日（土）─11月18日（木） 丸栄５階画廊
武田昭第一回個展 *1965年11月13日（土）─11月18日（木） 丸栄５階画廊
12回無型工人展 *1965年11月20日（土）─11月25日（木） 丸栄５階画廊
山田双年日本画展 *1965年11月20日（土）─11月25日（木） 丸栄５階画廊
大萱築窯三十周年記念 荒川豊蔵作品展 1965年12月４日（土）─12月９日（木） 丸栄４階特別室
河本五郎陶芸新作展10 *1965年11月27日（土）─12月２日（木） 丸栄５階画廊
諸大家油絵新作展 1965年12月４日（土）─12月９日（木） 丸栄５階画廊
ミニチュア蒼展 1965年12月４日（土）─12月９日（木） 丸栄５階画廊
古稀記念 川瀬竹春作陶展 *1965年12月11日（土）─12月16日（木） 丸栄５階画廊
手織紬 志村ふくみ展 *1965年12月11日（土）─12月16日（木） 丸栄５階画廊
（色紙展） 12月17日─12月20日 メモのみ（資料脱落）
新春にちなむ 東海陶芸作家百碗展 *1965年12月26日（日）─12月31日（金） 丸栄５階画廊
山とバラ・油絵 岩月虎雄個展 *1966年１月15日（土）─１月20日（木） 丸栄５階画廊
中国工芸品即売展 *1966年１月８日（土）─１月12日（水） 丸栄５階画廊
日展審査員作品展 *1966年１月22日（土）─１月27日（水） 丸栄５階画廊
第12回さわらび会人形展 *1966年２月12日（土）─２月17日（水） 丸栄５階画廊
染色三人展 1966年２月５日（土）─２月10日（木） 丸栄５階画廊
（南陽） *1966年２月19日（土）─２月24日（木） メモのみ（資料脱落）
朱陶会作品展 *1966年２月26日（土）─３月３日（木） 丸栄５階画廊
古唐津即売展 *1966年２月19日（土）─２月24日（木） 丸栄５階画廊
圭人社桐塑人形展 *1966年３月12日（土）─３月17日（木） 丸栄５階画廊
加藤幸兵衛作陶展 *1966年３月26日（土）─３月31日（木） 丸栄５階画廊
４月催しご案内
新古書画即売展 *1966年４月２日（土）─４月７日（木） 丸栄５階画廊
小松均水墨画展／沖縄工芸即売会 *1966年４月９日（土）─４月14日（木） 丸栄５階画廊
加藤釥陶芸個展／現代中国木版画展 *1966年４月16日（土）─４月21日（木） 丸栄５階画廊
画業50年記念 山下摩起新作展 *1966年４月16日（土）─４月21日（木） 丸栄４階特別室
春の丸栄美術大家展 *1966年４月23日（土）─４月28日（木） 丸栄５階画廊
鈴木翠軒筆万葉千首完成記念展 *1966年４月29日（金）─５月５日（木） 丸栄５階画廊
太閤窯 小西平内作陶展 *1966年４月29日（金）─５月５日（木） 丸栄５階画廊
諸大家美術新作展 *1966年５月７日（土）─５月18日（水） 丸栄５階画廊
京都日本画壇新作展 *1966年５月７日（土）─５月12日（木） 丸栄５階画廊
水野双鶴作陶展 *1966年５月14日（土）─５月18日（水） 丸栄５階画廊
斉藤寿一版画展／圭人社桐塑人形展 *1966年３月12日（土）─３月17日（木） 丸栄５階画廊
第４回日本伝統工芸東海展 *1966年５月21日（土）─５月26日（木） 丸栄４階特別室
近代日本洋画名品展 *1966年５月21日（土）─５月26日（木） 丸栄５階画廊
伊藤継郎インド紀行スケッチ展 *1966年５月28日（土）─６月２日（木） 丸栄５階画廊
信楽逸品展 *1966年６月４日（土）─６月９日（木） 丸栄５階画廊
燈心子水墨画展 *1966年６月４日（土）─６月９日（木） 丸栄画廊
（中村正義） メモのみ（資料脱落）
彼末宏スケッチ展 *1966年６月18日（土）─６月23日（木） 丸栄５階画廊
（半泥子） メモのみ（資料脱落）
中山 納骨堂壁画展 *1966年６月25日（土）─６月30日（木） 丸栄５階画廊
水月窯新作展 *1966年６月25日（土）─６月30日（木） 丸栄５階画廊
谷口美平作陶個展 *1966年７月２日（土）─７月７日（木） 丸栄５階画廊
40年度秀作工芸展／酒にちなんだ作品即売展 1966年５月14日（土）─５月18日（木） 丸栄４階特別室

JM201900014008（案内状綴りS41.7～S42.1）
アメリカの陶人 ウルフ・チップ新作展 *1966年７月８日（金）─７月14日（木） 丸栄５階画廊
（淡彩デッサン） メモのみ（資料脱落）
白土会々員 中国紀行作品展 *1966年７月15日（金）─７月21日（木） 丸栄５階画廊
第５回五星会日本画展 *1966年７月30日（土）─８月４日（木） 丸栄５階画廊
第２回美術俊秀６人展 *1966年７月23日（土）─７月28日（木） 丸栄５階画廊
諸大家油繒新作展 *1966年８月６日（土）─８月10日（水） 丸栄５階画廊
朝鮮の美術工芸即売展 *1966年８月６日（土）─８月10日（水） 丸栄４階特別室
常滑・四日市クラフトブループ展CRAFT *1966年８月６日（土）─８月10日（水） 丸栄５階画廊
瀬戸作陶会展 *1966年８月27日（土）─９月１日（木） 丸栄５階画廊
フランス版画名作展／中部日本画小品展 *1966年８月20日（土）─８月25日（木） 丸栄５階画廊
京扇 美也古扇展 *1966年８月27日（土）─９月１日（木） 丸栄５階画廊
第４回朝日陶芸展 *1966年９月３日（土）─９月７日（水） 丸栄８階催場
せともの祭協賛 瀬戸作陶展／
瀬戸陶芸協会々員2,000円均一特別頒布会

*1966年９月３日（土）─９月７日（水） 丸栄５階画廊

第７回道年・竹友斎二人展 *1966年９月10日（土）─９月15日（木） 丸栄５階画廊
牧野蒼風蝋染展 *1966年９月10日（土）─９月15日（木） 丸栄５階画廊
安藤光一クラフト展 *1966年９月17日（土）─９月22日（木） 丸栄５階画廊
万葉に寄するいけ花展 *1966年９月17日（土）─９月22日（木） 丸栄５階画廊
河井武一作陶展 *1966年９月23日（金）─９月29日（木） 丸栄５階画廊
島田章三個展 *1966年10月１日（土）─10月６日（木） 丸栄５階画廊
日根野作三先生推薦 ふたり創陶展 *1966年10月８日（土）─10月13日（木） 丸栄５階画廊
現代彫塑逸品展 *1966年10月８日（土）─10月13日（木） 丸栄５階画廊
丹波焼 森本陶谷茶陶展 *1966年10月15日（土）─10月20日（木） 丸栄５階画廊
洋画秀作展 *1966年10月15日（土）─10月20日（木） 丸栄５階小画廊
熊谷守一水墨回顧展 *1966年10月22日（土）─10月27日（木） 丸栄５階画廊



88

展覧会名等 会期等 会場 付属物等
手織工芸グループ絲音会展 *1966年10月22日（土）─10月27日（木） 丸栄５階画廊
加藤清之陶芸展 *1966年11月12日（土）─11月17日（木） 丸栄５階大画廊
鬼頭如石日本画展 *1966年11月12日（土）─11月17日（木） 丸栄５階画廊
炎の陶人 唐九郎展 1966年11月19日（土）─11月24日（木） 丸栄５階画廊
朝見香城日本画塾 第六回旦交会展／香城春秋喜寿展 *1966年10月29日（土）─11月３日（木） 丸栄５階画廊
知られざる俳人書家 伊藤観魚翁回顧展 *1966年11月５日（土）─11月10日（木） 丸栄５階画廊
陶展 1967年１月７日（土）─１月11日（水） 丸栄５階画廊
第４回彼末宏油絵展 *1966年11月19日（土）─11月24日（木） 丸栄５階画廊
中国展開催記念 中国近代画の巨匠 斉白石展 *1966年11月19日（土）─11月24日（木） 丸栄５階画廊
後藤敬一郎作品集から「こんにちはパリ」展 *1966年11月26日（土）─12月１日（木） 丸栄５階画廊
世界に誇る古美術 刀即売展 *1966年12月３日（土）─12月８日（木） 丸栄５階画廊
歳末たすけあい 絵画・書・工芸・作品即売展 *1966年12月16日（金）─12月20日（火） 丸栄５階画廊 小冊子のみ

*1966年12月16日（金）─12月22日（木） 朝日文化センターサロン
羽柴良一陶展 *1966年12月18日（日）─12月23日（金） 丸栄５階画廊
古沢岩美小品展 *1966年12月24日（月）─12月28日（金） 丸栄５階画廊
年末助合い運動 東海陶芸作家百碗展 *1966年12月21日（水）─12月26日（月） 丸栄５階画廊
MEXICO 杉山丈夫 トトナカ文化の拓本展 *1966年12月27日（火）─12月31日（土） 丸栄５階画廊
蒼展 中部新制作日本画部研究会 1967年１月14日（土）─１月19日（木） 丸栄５階画廊

JM201900014009（（案内状綴り）42.1～43.3）
第19回曳杖会展 1967年１月28日（土）─２月２日（木） 丸栄５階画廊
第９回日展審査員作品展 *1967年２月４日（土）─２月８日（木） 丸栄５階画廊
梅村清弘個展 *1967年２月４日（土）─２月８日（木） 丸栄５階画廊
信楽クラフト展 *1967年２月11日（土）─２月15日（水） 丸栄５階画廊
第13回さわらび会人形展 *1967年２月11日（土）─２月15日（水） 丸栄５階画廊
わがた木器 林竜人作品展 *1967年２月18日（土）─２月23日（木） 丸栄５階画廊
春の日本美術大家展 *1967年３月４日（土）─３月９日（木） 丸栄５階画廊
第４回圭人社人形展 *1967年３月11日（土）─３月16日（木） 丸栄５階画廊
瀬戸秀作陶芸展 10月23日─10月28日 丸栄５階画廊
ふるさとのやきものシリーズ
第６回 東海陶芸の源流 猿投古窯展

*1967年３月18日（土）─３月23日（木） 丸栄５階画廊

古芦屋釡名品展／長野垤志一門 新作釡展 *1967年３月25日（土）─３月30日（木） 丸栄５階画廊
日本医学会総会名古屋開催記念 愛知の新作工芸展 *1967年４月１日（土）─４月６日（木） 丸栄５階画廊
白土会会員 武田昭個展 *1967年４月15日（土）─４月20日（木） 丸栄５階画廊
清水卯一個展 *1967年４月15日（土）─４月20日（木） 丸栄５階画廊
西洋館の旅 近岡善次郎スケッチ展 *1967年４月29日（土）─５月４日（木） 丸栄５階画廊
陶彫 加藤光雲個展 *1967年４月29日（土）─５月４日（木） 丸栄５階画廊
（京都クラフト四人展） 資料なし
第７回旦交会日本画展 *1967年５月５日（金）─５月10日（水） 丸栄５階画廊
服部保個展 *1967年４月22日（土）─４月27日（木） 丸栄５階画廊
林雅堂日本画展 *1967年５月13日（土）─５月18日（木） 丸栄５階画廊
瑞浪クラフトグループ展 *1967年５月20日（土）─５月25日（木） 丸栄５階画廊
絵画 佐々木豊展 彫刻 石黒二展 *1967年５月20日（土）─５月25日（木） 丸栄５階画廊 目録
加藤卓男個展 *1967年５月27日（土）─６月１日（木） 丸栄５階画廊
第５回日本伝統工芸東海展 *1967年６月３日（土）─６月８日（木） 丸栄５階画廊
第６回日本現代工芸美術展 *1967年６月10日（土）─６月15日（木） 丸栄５階画廊
白土会小品展 *1967年６月17日（土）─６月22日（木） 丸栄５階画廊
第２回朱陶会作品展 *1967年６月24日（土）─６月29日（木） 丸栄５階画廊
平川敏夫個展 *1967年７月１日（土）─７月６日（木） 丸栄５階画廊
塚本快示作陶展 *1967年７月１日（土）─７月６日（木） 丸栄５階画廊
第１回加藤重高作陶展 *1967年７月８日（土）─７月14日（金） 丸栄５階画廊 小冊子（『炎と土』）
第６回柏会展 *1967年７月15日（土）─７月20日（木） 丸栄５階画廊
藤井達吉翁遺作展 *1967年８月19日（土）─８月24日（木） 丸栄５階画廊
関口俊吾展 *1967年７月15日（土）─７月20日（木） 丸栄５階画廊
第１回陶光会展 *1967年７月22日（土）─７月27日（木） 丸栄５階画廊
淡彩デッサン展 *1967年７月29日（土）─８月３日（木） 丸栄５階画廊
第２回 道家珍彦個人展 *1967年７月29日（土）─８月３日（木） 丸栄５階画廊
俊秀美術６人展 *1967年８月５日（土）─８月９日（水） 丸栄５階画廊
常滑３人展 *1967年８月12日（土）─８月16日（水） 丸栄５階画廊
美術・骨董品 宝利出し市 *1967年８月26日（土）─８月31日（木） 丸栄５階画廊
物故作家油絵名品展 *1967年９月２日（土）─９月６日（水） 丸栄５階画廊
四日市クラフト５人展 *1967年９月９日（土）─９月14日（木） 丸栄５階画廊
瀬戸作陶会展 *1967年８月19日（土）─８月24日（木） 丸栄５階画廊
牧野蒼風 蠟染展 *1967年９月15日（金）─９月21日（木） 丸栄５階画廊
岡本半三デッサン展 *1967年９月９日（土）─９月14日（木） 丸栄５階画廊
河井武一作陶展 *1967年９月30日（土）─10月５日（木） 丸栄５階画廊
早川義孝個展 *1967年７月22日（土）─７月27日（木） 丸栄５階画廊
北大路魯山人展 *1967年10月21日（土）─10月26日（木） 丸栄５階画廊
第５回彼末宏油絵展 *1967年10月28日（土）─11月２日（木） 丸栄５階画廊
ホームスパンのみちのく・あかね会展 *1967年９月23日（土）─９月28日（木） 丸栄５階画廊
ご贈答好適品 新作日本画小品展 *1967年12月９日（土）─12月14日（木） 丸栄５階画廊
蒼展 中部新制作日本画部研究会 1967年11月11日（土）─11月16日（木） 丸栄５階画廊
島田章三個展 *1967年10月14日（土）─10月19日（木） 丸栄５階画廊
備前焼 西川政美個展 *1967年９月30日（土）─10月５日（木） 丸栄５階画廊
さんにんの陶展 *1967年10月14日（土）─10月19日（木） 丸栄５階画廊
島田鮎子個展 *1967年11月11日（土）─11月16日（木） 丸栄５階画廊
中野淳 滞欧作品展 *1968年１月20日（土）─１月25日（木） 丸栄５階画廊
加藤仁 陶展 第２回 1968年２月３日（土）─２月７日（水） 丸栄５階画廊
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新進日本画家新作展 *1968年２月17日（土）─２月22日（木） 丸栄５階画廊
第14回さわらび会人形展 *1968年２月10日（土）─２月14日（水） 丸栄５階画廊
第10回日展審査員作品展 *1968年２月３日（土）─２月７日（水） 丸栄５階画廊
竹の四季 高間新治作品展 *1968年２月10日（土）─２月14日（水） 丸栄５階画廊
福沢一郎・田村孝之介 油絵二人展 *1967年７月５日（土）─７月10日（木） 丸栄５階画廊
藤井達吉継色紙展 *1968年３月３日（日）─３月４日（月） 栄町ビル11階カーネーションセンター

特設会場
美術・骨董品 宝利出し市 *1968年２月25日（土）─３月２日（木） 丸栄５階画廊
異才の画人 萬鉄五郎遺作展 *1968年７月27日（土）─８月１日（木） 丸栄５階画廊
林倭衛遺作展 *1968年３月16日（土）─３月21日（木） 丸栄５階画廊
加藤幸兵衛・卓男・裕英 三代陶芸展 1967年10月10日（火）─10月15日（日） 丸栄８階大催場 小冊子のみ

JM201900014010（（案内状綴り）S43.1～）
中野淳個展 *1967年１月21日（土）─１月26日（木） 丸栄５階画廊
鈴木三五郎個展 *1968年３月２日（土）─３月７日（木） 丸栄５階画廊
日本の近世禅画を飾る 白隠・仙厓・風外展 *1968年３月23日（土）─３月28日（木） 丸栄５階画廊
ふるさとのやきものシリーズ 第７回古萬古展 *1968年４月６日（土）─４月11日（木） 丸栄５階画廊
大森運夫個展 *1968年４月13日（土）─４月18日（木） 丸栄５階画廊
小田井窯展 *1968年４月13日（土）─４月18日（木） 丸栄５階画廊
東本願寺名古屋別院・壁画完成記念 山下摩起作品展 *1968年４月20日（土）─４月25日（木） 丸栄５階画廊
世界名作版画展 *1968年４月27日（土）─５月２日（木） 丸栄５階画廊
加知しげる ろうけつ艸木染展 *1968年５月11日（土）─５月16日（木） 丸栄５階画廊
第六回万葉に寄するいけ花展 *1968年５月25日（土）─５月30日（木） 丸栄５階画廊
丹波焼新作展 *1968年５月25日（土）─５月30日（木） 丸栄５階画廊
第７回 日本現代工芸美術展 *1968年６月８日（土）─６月13日（木） 丸栄８階催場
水野双鶴・達三 親子作陶展 *1968年６月15日（土）─６月20日（木） 丸栄５階画廊
奥田仁洋画小品展 *1968年６月15日（土）─６月20日（木） 丸栄５階画廊
淡彩デッサン展 *1968年７月12日（金）─７月18日（木） 丸栄５階画廊
河本五郎作陶展 *1968年７月20日（土）─７月25日（木） 丸栄５階画廊
瀬戸作陶会展 *1968年８月24日（土）─８月29日（木） 丸栄５階画廊
四日市クラフトグループ展 *1968年８月24日（土）─８月29日（木） 丸栄５階画廊
美術・骨董品 宝利出し市 *1968年８月31日（土）─９月５日（木） 丸栄５階画廊
第９回道年・竹友斉二人展 *1968年９月21日（土）─９月26日（木） 丸栄５階画廊
山田山庵 楽茶碗展 *1968年10月19日（土）─10月24日（木） 丸栄５階画廊
松岡日出雄 木工展 *1968年11月23日（土）─11月28日（木） 丸栄５階画廊
三人の陶展 *1968年11月23日（土）─11月28日（木） 丸栄５階画廊
したしみの工芸展 *1968年11月29日（金）─12月５日（木） 丸栄５階画廊
新・古丹波焼展 *1968年12月７日（土）─12月13日（金） 丸栄５階画廊
年末助け合い 第四回 東海陶芸作家百碗展 *1968年12月19日（木）─12月24日（火） 丸栄５階画廊

JM201900014011（（案内状綴り）44.4.16～45.7.2）
木内克・高田博厚 作品展 *1969年５月３日（土）─５月８日（木） 丸栄５階画廊
第七回日本伝統工芸東海展 *1969年６月７日（土）─６月12日（木） 丸栄５階画廊
清水六兵衛新作陶芸展 *1969年５月17日（土）─５月22日（木） 丸栄５階画廊
酒器展 *1973年11月10日（土）─11月15日（木） 丸栄５階工芸サロン
小山冨士夫個展 *1973年11月10日（土）─11月15日（木） 丸栄５階画廊 封筒
上村松園・伊藤深水 美人画名作展 *1969年５月10日（土）─10月15日（木） 丸栄４階催場
現代日本画・洋画大家新作展 *1969年５月24日（土）─６月５日（木） 丸栄５階画廊
小茂田青樹遺作展 *1969年６月14日（土）─６月19日（木） 丸栄５階画廊 目録
東南アジア・中国 古仏像・古陶器展示即売会 *1969年６月21日（土）─６月26日（木） 丸栄４階催場
京都高僧墨蹟展 *1969年６月21日（土）─６月26日（木） 丸栄５階画廊
書の四宝 筆・墨・硯・紙 大即売会 *1969年６月28日（土）─７月３日（木） 丸栄５階画廊
塙賢三油絵個展 *1969年６月28日（土）─７月３日（木） 丸栄５階画廊
福沢一郎・田村孝之介 油絵二人展 *1969年７月５日（土）─７月10日（木） 丸栄５階画廊 目録
彼末宏新作油絵個展 *1969年７月19日（土）─７月24日（木） 丸栄５階画廊
現代日本画新作展 *1969年７月26日（土）─７月31日（木） 丸栄５階画廊
瀬戸作陶会展 *1969年８月23日（土）─８月28日（木） 丸栄５階画廊
ペルシャ古陶磁即売展 *1969年８月30日（土）─９月４日（木） 丸栄５階工芸サロン
淡彩・デッサン展 *1969年８月30日（土）─９月４日（木） 丸栄５階画廊
加藤春鼎個展 *1969年９月６日（土）─９月11日（木） 丸栄５階画廊
中川一政書作展 *1969年９月27日（土）─10月２日（木） 丸栄５階画廊
新綜工芸名古屋展 *1969年10月４日（土）─10月９日（木） 丸栄５階画廊
市之倉クラフト 第３回 陶光会展 *1969年10月４日（土）─10月９日（木） 丸栄５階工芸サロン
第１回 加藤孝造陶芸個展 *1969年10月18日（土）─10月23日（木） 丸栄５階画廊
マルエイ秋の巨匠シリーズI 現代日本画大家新作展 *1969年10月25日（土）─10月30日（木） 丸栄５階画廊
手織工芸グループ絲音会展 *1969年10月25日（土）─10月30日（木） 丸栄５階工芸サロン
第２回 加藤嘉明陶展 *1969年11月15日（土）─11月20日（木） 丸栄５階工芸サロン
今尾景祥日本画展 *1969年11月15日（土）─11月20日（木） 丸栄５階画廊
マルエイ秋の巨匠シリーズII 日本洋画壇 巨匠遺作展 *1969年11月１日（土）─11月６日（木） 丸栄５階画廊
清宮質文個展 硝子絵・水彩 1970～1975年 1975年12月１日（月）─12月11日（木） ギャルリーユマニテ
マルエイ秋の巨匠シリーズIII 荒川豊蔵作品展 1969年11月８日（土）─11月13日（木） 丸栄５階画廊
鋳金 伊藤鐐一個展 *1969年11月22日（土）─11月27日（木） 丸栄５階画廊
山田朝春陶仏展 *1969年11月22日（土）─11月27日（木） 丸栄５階工芸サロン
酒器展 *1969年11月29日（土）─12月４日（木） 丸栄５階工芸サロン
岩田専太郎個展 *1969年11月29日（土）─12月４日（木） 丸栄５階画廊
カシニョール展 *1969年12月13日（土）─12月18日（木） 丸栄５階画廊
世界名作版画展 *1969年12月19日（金）─12月23日（火） 丸栄５階画廊
江崎一生個展 *1969年12月６日（土）─12月11日（木） 丸栄５階画廊
年末助けあい 第五回 東海陶芸作家百碗展 *1969年12月24日（水）─12月28日（日） 丸栄５階画廊
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展覧会名等 会期等 会場 付属物等
羽柴良一陶展 *1969年12月19日（金）─12月25日（木） 丸栄５階工芸サロン
現代フランス絵画の巨匠 テレスコビッチ展 *1970年１月17日（土）─１月22日（木） 丸栄５階画廊
備前焼 西川政美個展 *1970年２月７日（土）─２月12日（木） 丸栄５階画廊
東洋の美・古都アンコールワット 石彫展 *1970年１月24日（土）─１月29日（木） 丸栄５階画廊
第16回さわらび会人形展 *1970年２月７日（土）─２月12日（木） 丸栄５階画廊
親しみの工芸展 *1970年２月21日（土）─２月26日（木） 丸栄５階画廊
坂本繁二郎追悼展 *1970年２月14日（土）─２月18日（水） 丸栄８階大催場
坂本繁二郎素描展 *1970年２月14日（土）─２月18日（水） 丸栄５階画廊
角浩個展 *1970年２月28日（土）─３月５日（木） 丸栄５階画廊
服部一三契り絵展 *1970年３月７日（土）─３月12日（木） 丸栄５階画廊
河井武一作陶展 *1970年３月14日（土）─３月19日（木） 丸栄５階画廊
信楽 平野敏三陶展 *1970年３月21日（土）─３月26日（木） 丸栄５階工芸サロン
岩田久利個展と'70岩田工芸ガラス新作展 1970年３月14日（土）─３月19日（木） 丸栄５階工芸サロン
滞欧作品 島田章三個展 *1970年３月21日（土）─３月26日（木） 丸栄５階画廊
第二回 額装展 *1970年３月28日（土）─４月２日（木） 丸栄５階画廊
藤井達吉作品展 *1970年４月４日（土）─４月９日（木） 丸栄５階画廊
文化勲章に輝く陶芸界の巨匠 濱田庄司自選展 *1970年４月11日（土）─４月16日（木） 丸栄８階大催場
出雲・八女・由良 石とうろう展示大即売会 *1970年４月11日（土）─４月16日（木） 丸栄８階特設会場
新古書画・茶道具展 *1970年４月11日（土）─４月16日（木） 丸栄５階画廊
民窯 益子窯展 *1970年４月11日（土）─４月16日（木） 丸栄５階工芸サロン
第３回 日仏洋画30人展 *1970年４月18日（土）─４月23日（木） 丸栄５階画廊
京の金工展 *1970年５月２日（土）─５月７日（木） 丸栄５階画廊
川崎小虎・鈴彦・春彦 日本画三人展 *1970年４月25日（土）─４月30日（木） 丸栄５階画廊
第５回 世界名作版画展 *1970年５月２日（土）─５月７日（木） 丸栄５階画廊
荒川武夫作陶展 *1970年５月16日（土）─５月21日（木） 丸栄５階画廊
陶芸20代の20人展 *1970年５月23日（土）─５月29日（金） 丸栄５階工芸サロン
色彩の織りなす交響詩 桑原正昭展 *1970年５月９日（土）─５月14日（木） 丸栄５階画廊
現代日本画・洋画大家新作展 *1970年５月23日（土）─５月28日（木） 丸栄５階画廊
第９回 日本現代工芸美術展 *1970年６月６日（土）─６月11日（木） 丸栄８階大催場
太閤窯 小西太平・平内 二人展 *1970年６月13日（土）─６月18日（木） 丸栄５階画廊
ふるさとのやきものシリーズ第９回 江戸時代の文人陶芸展 *1970年６月13日（土）─６月18日（木） 丸栄５階工芸サロン
不滅の洋画家20人展 *1970年６月27日（土）─７月２日（木） 丸栄５階画廊

JM201900014012（案内状綴りS45.10.10～）
東海陶芸20人展 *1971年11月13日（土）─11月18日（木） 丸栄５階画廊
坪島土平近作展 1972年３月４日（土）─３月９日（木） 丸栄５階画廊
（山際）一歩 書作展 *1971年11月20日（土）─11月25日（木） 丸栄５階画廊
五味悌四郎作品展 *1971年11月６日（土）─11月11日（木） 丸栄５階画廊
手織工芸会 絲音会展 *1971年10月30日（土）─11月４日（木） 丸栄５階工芸サロン
第８回 桐塑人形 圭人社展 *1971年10月23日（土）─10月28日（木） 丸栄５階工芸サロン
清水比庵展 *1971年10月30日（土）─11月４日（木） 丸栄５階画廊
備前 第一回 藤原雄個展 *1971年10月23日（土）─10月28日（木） 丸栄５階画廊
第一回八侊会日本画展 *1971年４月24日（土）─４月29日（木） 丸栄５階絵画サロン
近代日本画遺作 巨匠名品展 *1971年10月23日（土）─10月28日（木） 丸栄５階画廊 封筒
加藤掴也の陶展 *1971年９月24日（金）─９月30日（木） 丸栄５階工芸サロン
第10回瀬戸作陶会展 *1971年８月21日（土）─８月26日（木） 丸栄５階画廊
名品陶磁展 *1971年９月24日（金）─９月30日（木） 丸栄５階画廊
71 オール・フランス画壇新人展 *1971年９月14日（火）─９月22日（水） 丸栄５階画廊 封筒
新古書画即売展 *1971年８月28日（土）─９月２日（木） 丸栄５階画廊
淡彩・デッサン展 *1971年７月24日（土）─７月29日（木） 丸栄５階画廊
伊藤忠義作品展 *1971年６月19日（土）─６月24日（木） 丸栄５階画廊 封筒
第三回現代美濃茶陶展 *1971年７月９日（金）─７月15日（金） 丸栄５階画廊 封筒
酒巻和世 油絵個展 *1972年２月11日（金）─２月16日（水） 丸栄５階画廊 目録
（中川とも） 小冊子のみ

（『恵那の生んだ郷土芸
術家 中川とも画伯』）

坂本繁二郎展 *1971年５月29日（土）─６月10日（木） 丸栄５階画廊 封筒
第２回小田井窯展 *1971年６月19日（土）─６月24日（木） 丸栄５階工芸サロン
近代陶芸 名匠十人展 *1971年５月15日（土）─５月20日（木） 丸栄５階画廊 封筒のみ
第２回 中條茂滞欧作品展 *1971年５月22日（土）─５月27日（木） 丸栄５階画廊
富士20 西山英雄展 *1971年５月８日（土）─５月13日（木） 丸栄５階絵画サロン 封筒
美術刀剣展示即売会 *1971年５月15日（土）─５月20日（木） 丸栄８階特設会場 封筒
萩原実遺作展 1972年３月11日（土）─３月16日（木） 丸栄５階画廊
第11回旦交会日本画展 *1971年５月１日（土）─５月６日（木） 丸栄５階画廊
第４回 日仏洋画30人展 *1971年４月17日（土）─４月22日（木） 丸栄５階画廊 封筒
中上良子エマイユ作品展 *1971年４月17日（土）─４月22日（木） 丸栄５階工芸サロン
第４回 平野敏三陶展 *1971年４月２日（金）─４月８日（木） 丸栄５階工芸サロン
第二回東海伝統工芸展 *1971年４月24日（土）─４月29日（木） 丸栄５階画廊
川喜田半泥子展 *1971年３月27日（土）─４月１日（木） 丸栄５階画廊
中川一政近作展 *1971年４月２日（土）─４月８日（木） 丸栄５階画廊 封筒
稲葉実個展 1967年から1971年まで *1971年３月13日（土）─３月18日（木） 丸栄５階画廊
西洋骨董逸品展 *1971年３月13日（土）─３月18日（木） 丸栄８階特設会場 封筒のみ
コレクター秘蔵現代洋画逸品会 *1971年２月13日（土）─２月17日（水） 丸栄５階画廊 封筒
小林宗閑翁追悼録 石の心出版記念展 *1971年２月13日（土）─２月17日（水） 丸栄５階工芸サロン
第一回 藤原雄個展記念 備前焼の講演と映画の会 *1971年10月25日（月） 栄町ビル11階カーネーションセンター

第２集会室
上映会・講演会整理券

清水比庵展 *1971年10月30日（土）─11月４日（木） 丸栄５階画廊
親しみの工芸展 *1971年２月６日（土）─２月11日（木） 丸栄５階画廊
現代フランス絵画展 *1971年２月20日（土）─３月４日（木） 丸栄５階画廊 封筒のみ
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（新聞記事）
「三分野のホープが三人 三昭会展 若い意欲に満ちた内容」

（掲載日不詳） （掲載紙不詳） 第１回三昭会関連記事

（新聞記事）「甘美さと的確な技巧「三昭会」
第１回展 油絵・彫塑・陶芸の３人」

1971年１月27日（水） 『朝日新聞』 第１回三昭会関連記事

松井叔生油絵個展 1971年１月30日（土）─２月４日（木） 丸栄５階画廊 封筒
第17回さわらび会人形展 *1971年１月30日（土）─２月４日（木） 丸栄５階工芸サロン
第１回三昭会 *1971年１月23日（土）─１月28日（木） 丸栄５階画廊 封筒
悠風会陶芸展 *1970年11月21日（土）─11月26日（木） 丸栄５階画廊
日本の凧と郷土玩具展 *1970年12月29日（火）─１月７日（木） 丸栄５階工芸サロン
第三回 現代日本美術 八翁展 *1971年１月15日（土）─１月21日（木） 丸栄５階画廊
日本洋画壇新鋭25人展 *1970年12月18日（金）─12月24日（木） 丸栄５階画廊
芝田米三個展 *1970年12月12日（土）─12月17日（木） 丸栄５階画廊 封筒
加藤釥個展 *1970年11月14日（土）─11月19日（木） 丸栄５階画廊
第６回 新春東書芸展 1971年１月３日（日）─１月13日（水） 丸栄５階画廊
（大沢康之個展） 1972年 丸栄 ポストカードのみ
年末助けあい 第６回東海陶芸作家百碗展 *1970年12月25日（金）─12月28日（月） 丸栄５階画廊
欧州スケッチ 森田沙伊素描展 *1974年６月１日（土）─６月６日（木） 丸栄５階画廊
第８回さわらび会人形展 *1973年７月21日（土）─７月26日（木） 丸栄５階画廊
第10回さわらび会人形展 1975年２月15日（土）─２月20日（水） 丸栄５階画廊
第５回美術品蔵出し市 *1974年３月９日（土）─３月14日（木） 丸栄５階画廊
武者小路実篤満八十五歳記念展 *1970年９月19日（土）─９月24日（木） 丸栄５階画廊

JM201900014013（案内状綴りS47.3/3～）
第４回島田章三新作展 *1972年３月31日（金）─４月９日（日） 丸栄５階画廊
第５回日仏洋画30人展 *1972年４月29日（土）─５月４日（木） 丸栄５階画廊 封筒
文化勲章に輝く陶芸界の巨匠 濱田庄司自選展 *1970年４月11日（土）─４月16日（木） 丸栄８階大催場
刀剣展示即売会 *1972年５月27日（土）─６月１日（木） 丸栄８階特設会場 封筒
第２回松岡日出雄木工展 *1972年４月15日（土）─４月20日（木） 丸栄５階画廊
第１回八珠会 *1972年５月13日（土）─５月18日（木） 丸栄５階画廊 封筒
中上良子エマイユ作品展 *1972年４月15日（土）─４月20日（木） 丸栄５階工芸サロン
第１回暾会 *1972年７月29日（土）─８月２日（水） 丸栄５階画廊
森緑翠個展 *1972年７月22日（土）─７月27日（木） 丸栄５階画廊
向井久万日本画個展 *1972年６月10日（土）─６月15日（木） 丸栄５階画廊
藤田喬平 手吹硝子作品展 *1972年６月３日（土）─６月８日（木） 丸栄５階画廊
後藤白童木彫展 *1972年２月26日（土）─３月２日（木） 丸栄５階画廊 目録
第４回現代美濃茶陶展 *1972年７月８日（土）─７月13日（木） 丸栄５階画廊
現代洋画選抜30人展 *1973年８月４日（土）─８月16日（木） 丸栄５階画廊
淡彩・デッサン展 *1973年８月25日（土）─８月30日（木） 丸栄５階画廊
浅井・岸田・安井・坂本・梅原 水彩５人展 *1972年６月17日（土）─６月22日（木） 丸栄５階画廊
ローンで…あなたも買える油絵一、〇〇〇選 *1972年６月24日（土）─６月30日（金） 丸栄８階特設会場
志村ふくみ作品展 *1973年５月19日（土）─５月24日（木） 丸栄５階画廊 封筒のみ
加藤春鼎個展 *1972年８月26日（土）─８月31日（木） 丸栄５階画廊
栗原喜依子油絵個展 *1972年９月23日（土）─９月28日（木） 丸栄５階画廊 封筒
近代日本画遺作 巨匠目品展 *1972年10月21日（土）─11月１日（水） 丸栄５階画廊
手織工芸会 絲音会展 *1972年11月３日（金）─11月９日（木） 丸栄５階工芸サロン
第９回 桐塑人形 圭人社展 1972年11月11日（土）─11月16日（木） 丸栄５階工芸サロン 目録
第一回陶親会展 *1972年11月３日（金）─11月９日（木） 丸栄５階画廊
第２回三昭会 *1972年11月11日（土）─11月16日（木） 丸栄５階画廊 封筒
加藤嘉明陶展 *1972年12月２日（土）─12月７日（木） 丸栄５階画廊
名古屋洋画商専門会 '72 推奨作家展 1972年11月18日（土）─11月23日（木） 丸栄５階画廊
西村功個展 1972年11月11日（土）─11月16日（木） 丸栄５階画廊
加藤釥個展 *1972年11月25日（土）─11月30日（木） 丸栄５階画廊 封筒
平川勇個展 *1973年３月10日（土）─３月15日（木） 丸栄５階画廊
名品陶磁展 *1973年３月17日（土）─３月22日（木） 丸栄５階画廊 封筒
第２回八珠会油絵展 *1973年３月24日（土）─３月29日（木） 丸栄５階画廊 封筒
我妻碧宇 遺作スケッチ展 *1973年４月14日（土）─４月19日（木） 丸栄５階画廊 封筒
第１回新栄会油絵展 *1973年４月７日（土）─４月12日（木） 丸栄５階画廊 封筒
中上良子エマイユ作品展 *1973年４月14日（土）─４月19日（木） 丸栄５階工芸サロン
信楽寸越穴窯 神山易久展 *1973年７月21日（土）─４月26日（木） 丸栄５階画廊 封筒
第四回東海伝統工芸展 *1973年５月５日（土）─５月10日（木） 丸栄５階画廊
加藤孝造作陶展 *1973年４月28日（土）─５月３日（木） 丸栄５階画廊 小冊子、封筒
第５回額装展 *1973年５月12日（土）─５月17日（木） 丸栄５階画廊
丸栄30年祭 愛と光のファンタジー シャガール展 *1973年６月１日（金）─６月７日（木） 丸栄５階画廊
手吹き硝子 藤田喬平小品展 *1973年６月16日（土）─６月21日（木） 丸栄５階工芸サロン
（新聞記事）「図柄の観念破る 八寸の労作絵変わり皿」 （掲載日不詳） （掲載紙不詳） 水野双鶴作陶展

関連記事
現代イタリア絵画・彫刻展 *1973年５月26日（土）─５月31日（木） 丸栄５階画廊
伊藤高義油絵個展 *1973年６月23日（土）─６月28日（木） 丸栄５階画廊 封筒
（新聞記事）
「制作に意欲燃やす作家たち 開幕迫る現代美濃茶陶展」上

1973年 『中部経済新聞』 第５回現代美濃茶陶展
関連記事

（新聞記事）
「制作に意欲燃やす作家たち 開幕迫る現代美濃茶陶展」中

1973年 『中部経済新聞』 第５回現代美濃茶陶展
関連記事

（新聞記事）
「制作に意欲燃やす作家たち 開幕迫る現代美濃茶陶展」下

1973年 『中部経済新聞』 第５回現代美濃茶陶展
関連記事

第２回暾会日本画展 *1973年７月28日（土）─８月２日（木） 丸栄５階画廊
近代陶芸「名匠十人展」特別ご招待 1973年７月１日（日）─７月４日（水） マルエイハウジング５階特別会場 招待状のみ
米寿記念 武者小路実篤展 *1973年６月30日（金）─７月６日（金） 丸栄５階画廊
瀬戸作陶会展 *1973年８月18日（土）─８月23日（木） 丸栄５階画廊
名古屋洋画商専門会 '73 気鋭作家推奨展 *1973年９月１日（土）─９月６日（木） 丸栄５階画廊
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展覧会名等 会期等 会場 付属物等
茶掛けとぐい呑 三遊亭小円歌展 *1973年９月１日（土）─９月６日（木） 丸栄５階工芸サロン
中国古陶磁即売展 *1973年９月８日（土）─９月13日（木） 丸栄５階画廊
川口正治油絵個展 *1973年10月６日（土）─10月11日（木） 丸栄５階画廊
東京芸大工芸科卒業ブループ 第一回杜栄会陶芸展 *1973年９月29日（土）─10月４日（木） 丸栄５階画廊 封筒
井上長三郎個展 *1973年10月13日（土）─10月18日（木） 丸栄５階画廊
73オールフランス画壇俊英作家展 1973年10月20日（土）─10月25日（木） 丸栄５階工芸サロン
第10回 桐塑人形 圭人社展 *1973年10月20日（土）─10月25日（木） 丸栄５階工芸サロン 目録

JM201900014014（案内状綴りS47.11～）
舘柳説 不惑 書展 *1973年11月17日（土）─11月22日（木） 丸栄５階画廊 封筒
酒器展 *1973年11月10日（土）─11月15日（木） 丸栄５階工芸サロン
大石俊彦油絵個展 *1973年10月27日（土）─11月１日（木） 丸栄５階画廊

JM201900014015（案内状綴りS48.12.1～49.5.31）
丸栄新館スカイル完成記念 東山魁夷「白い馬の見える風景」展 1973年12月１日（土）─12月７日（金） 丸栄スカイル８階大画廊 封筒
近代陶芸巨匠展 1973年12月１日（土）─12月13日（木） 丸栄スカイル８階工芸サロン
島田章三陶板画展 1973年12月１日（土）─12月７日（金） 丸栄スカイル８階絵画サロン
横井鴻石「虎」展 *1973年12月15日（土）─12月20日（木） 丸栄スカイル８階アートフロア特設

会場
中村正義展 *1973年12月15日（土）─12月20日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
小島俊男油絵展 1973年12月22日（土）─12月27日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
九十二翁 清水比庵展 *1974年１月３日（木）─１月９日（水） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
現代大家 寿栄会展 1973年12月22日（土）─12月27日（木） 丸栄スカイル８階特別画廊 封筒
中部代表作家 新春書道作品展 *1974年１月３日（木）─１月９日（水） 丸栄スカイル８階催場
名古屋洋画商専門会 推奨作家展 *1974年１月19日（土）─１月24日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第９回 新春東書芸展 *1974年１月26日（土）─１月31日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第三回 椚会日本画展 *1974年２月９日（土）─２月13日（水） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
ルオー展 *1974年２月16日（土）─２月21日（木） 丸栄スカイル８階画廊 目録、封筒
香月泰男版画展 *1974年３月１日（金）─３月14日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン 封筒
池田満寿夫版画展 *1974年２月16日（土）─２月21日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン 目録
前田曎展 *1974年３月１日（金）─３月14日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第３回八珠会油絵展 *1974年３月23日（土）─３月28日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
森真道油絵展 *1974年３月16日（土）─３月21日（木・祝） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
日本画 鯉展 *1974年３月23日（土）─３月28日（木） 丸栄スカイル８階工芸サロン 封筒
74 島田章三展 1974年３月23日（土）─３月28日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
朝日文化センター栄開設記念 朝日美術展 '74 *1974年４月１日（火）─４月11日（木） 丸栄スカイル８階催場 封筒
第１回郁友会日本画展 *1974年４月６日（土）─４月11日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
熊谷守一木版画展 *1974年４月13日（土）─４月25日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン 目録
鈴木三五郎個展 *1974年３月２日（土）─３月７日（木） 丸栄５階画廊
平川敏夫個展 1972年７月１日（土）─７月６日（木） 丸栄５階画廊
ビュッフェ版画展 *10月９日─10月14日 丸栄５階画廊
柴田賢治郎油絵個展 1972年９月30日（土）─10月５日（木） 丸栄スカイル８階画廊
芝田米三個展 *1974年４月13日（土）─４月25日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第２回新栄会油絵展 *1974年４月26日（金）─５月２日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
シャガール版画展 *1974年５月３日（金）─５月９日（木） 丸栄スカイル８階画廊
ワイズバッシュ版画展 *1974年５月３日（金）─５月16日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
柴田賢治郎個展 1974年５月11日（木）─５月16日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
現代日本版画フェスティバル *1974年５月18日（土）─５月23日（木） 丸栄スカイル８階催場 封筒
書人泰雲展 *1974年３月９日（土）─３月14日（木） 丸栄スカイル８階催場・８階画廊 封筒

JM201900014016（案内状綴り49.6.1～50.9.11）
第４回暾会日本画展 *1975年８月９日（土）─８月14日（木） 丸栄スカイル８階画廊
梅原龍三郎展 *1974年６月８日（土）─６月13日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第１回玄輝会絵画展 *1974年６月15日（土）─６月20日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
香月泰男版画展 *1974年６月15日（土）─６月20日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン 封筒
迎賓館赤坂離宮壁画完成記念 
小磯良平展 その下絵と近作約70点展観

*1974年６月29日（土）─７月４日（木） 丸栄スカイル８階催場

迎賓館赤坂離宮壁画完成記念 小磯良平展レセプション *1974年６月29日（土） 丸栄スカイル９階頥和園 招待状
伊藤彬日本画展 *1974年７月５日（金）─７月11日（木） 丸栄スカイル８階画廊
青木徳正 金属細工展「玩具劇場」 *1974年７月５日（金）─７月11日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
橋本佳青 書展 *1974年８月３日（土）─８月８日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第三回暾会日本画展 *1974年８月10日（土）─８月15日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
安藤龍昭 水彩画展 *1974年８月17日（土）─８月22日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
東大寺管長 上司海雲墨蹟展 1974年９月７日（土）─９月12日（木） 丸栄スカイル８階画廊
中村正義 墨彩展 *1974年10月５日（土）─10月10日（木） 丸栄スカイル８階画廊
福沢一郎展 *1974年10月12日（土）─10月17日（木） 丸栄スカイル８階催場 封筒
手織工芸 稲川尚子個展 *1974年10月12日（土）─10月17日（木） 丸栄スカイル８階画廊
中日文化賞三十周年記念 受賞作家秀作展 *1977年５月21日（土）─５月26日（木） 丸栄スカイル８階画廊
ビュッフェ版画展 *1974年10月19日（土）─10月31日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン 目録
喜寿記念 岡戸武平俳画展 *1974年11月１日（金）─11月７日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
角谷芳斎 新作書展 *1974年11月１日（金）─11月７日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
洋画商専門会主催 '74推奨作家展 1974年11月９日（土）─11月14日（木） 丸栄スカイル８階画廊
後藤敬一郎 写真紀行 メキシコ スナップ展 *1974年11月９日（土）─11月14日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
織田広喜個展 *1974年12月12日（木）─12月17日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
蠟型彫刻 石田武至小品展 *1974年12月12日（木）─12月17日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
中部代表書作家 墨榮展 *1974年12月18日（水）─12月23日（月） 丸栄スカイル８階画廊
第一回至豊会展 屏風絵 1975年１月３日（金）─１月９日（木） 丸栄スカイル８階画廊
第10回新春東書芸展 *1975年１月11日（土）─１月16日（木） 丸栄スカイル８階画廊
第十九回 現代書道二十人展 *1975年１月25日（土）─１月30日（木） 丸栄スカイル８階催場
現代書道二十人小品展 *1975年１月25日（土）─１月30日（木） 丸栄スカイル８階画廊
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展覧会名等 会期等 会場 付属物等
林春月 書作展 *1975年２月15日（土）─２月20日（木） 丸栄スカイル８階特別画廊
第四回椚会日本画展 *1975年２月８日（土）─２月12日（水） 丸栄スカイル８階画廊
羽生出 油絵個展 *1975年２月15日（土）─２月20日（木） 丸栄スカイル８階画廊
島田鮎子個展 *1975年２月22日（土）─２月27日（木） 丸栄スカイル８階画廊
津田青楓展 *1975年３月８日（土）─３月13日（木） 丸栄スカイル８階画廊
近作・新作による 高田博厚展 *1975年３月21日（土）─４月３日（木） 丸栄スカイル８階画廊
朝日文化センター栄開設１周年記念 朝日美術展 '75 1975年４月５日（土）─４月10日（木） 丸栄スカイル８階
片野元彦 纐纈展 *1974年11月30日（土）─12月５日（木） 丸栄スカイル８階画廊
県立芸大版画研究グループによる EWLL版画展 *1974年11月23日（土）─11月28日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
大和路の古寺 山崎忠明日本画展 *1975年４月12日（土）─４月17日（木） 丸栄スカイル８階画廊
杉戸清 俳画展 *1975年４月19日（土）─４月24日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
近代絵画巨匠名品展 *1975年５月10日（土）─５月15日（木） 丸栄スカイル８階画廊
第二回 郁友会日本画展 *1975年５月２日（土）─５月８日（木） 丸栄スカイル８階画廊
佐々木豊 油絵個展 浮気な女たち *1975年５月17日（土）─５月22日（木） 丸栄スカイル８階画廊
第二回 玄輝会絵画展 *1975年６月７日（土）─６月12日（木） 丸栄スカイル８階画廊
坪内節太郎 芝居スケッチ展 *1975年６月14日（土）─６月19日（木） 丸栄スカイル美術画廊
横山葩生回顧展 *1975年６月21日（土）─６月26日（木） 丸栄スカイル８階画廊・特別画廊・

絵画サロン
伊藤彬・小山硬・下田義寛・田渕俊夫 展 *1975年７月５日（土）─７月10日（木） 丸栄スカイル８階画廊
第４回暾会日本画展 *1975年８月９日（土）─８月14日（木） 丸栄スカイル８階画廊
淡彩デッサン展 *1975年８月23日（土）─８月28日（木） 丸栄スカイル８階画廊
第３回新栄会油絵展 *1975年９月６日（土）─９月11日（木） 丸栄スカイル８階画廊
東大寺管長 上司海雲墨蹟展 1974年９月７日（土）─９月12日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ

JM201900014017（案内状綴りS50.9.13～S51.12）
油絵 七人の作家展 *1975年９月13日（土）─９月18日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
杉本健「墨彩大和」刊行記念原画展 *1975年９月20日（土）─９月25日（木） 丸栄スカイル８階特別画廊 封筒
ちぎり会 日本画展 *1975年10月18日（土）─10月23日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
75 島田章三展 1975年10月25日（土）─10月30日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
心象水墨 豊秋半二展 *1975年11月８日（土）─11月13日（木） 丸栄スカイル８階画廊
中部代表書作家 墨榮展 *1975年11月15日（土）─11月20日（木） 丸栄スカイル８階画廊
第11回新春東書芸展 *1976年１月17日（土）─１月22日（土） 丸栄スカイル８階画廊
県立芸大版画研究グループによる 第２回 EWLL版画展 *1975年11月15日（土）─11月20日（木） 丸栄スカイル８階
名古屋洋画商専門会ミニアチュール・フェア *1975年11月22日（土）─11月27日（土） 丸栄スカイル８階画廊・特別画廊 封筒
近代絵画巨匠名品展 1975年11月29日（土）─12月４日（木） 丸栄スカイル８階画廊
キ次元連作 梅田英俊漫画展 *1975年12月６日（土）─12月11日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
舞姿 武原はん写真展 *1976年11月27日（土）─12月２日（木） 丸栄スカイル８階特別画廊
歳末助け合い 江戸末期から近代まで 郷土作家日本画展 *1975年12月24日（水）─12月30日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
（年賀状）「カヴァルドロッサ山」（1932） 1976年１月１日（木）
上野泰郎個展 *1976年１月10日（土）─１月15日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第11回新春東書芸展 *1976年１月17日（土）─１月22日（木） 丸栄スカイル８階画廊
近江京とその周辺 平松邦夫展 *1976年１月24日（土）─１月29日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
大沢康之個展 *1976年１月30日（金）─２月５日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
東大寺昭和大修復協賛 上司海雲遺作展 *1976年２月７日（火）─２月12日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
鋭と艶 宮田雅之切り絵展 *1976年２月７日（火）─２月12日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
安藤龍昭 滞欧作品展 *1976年２月28日（土）─３月４日（木） 丸栄スカイル８階画廊
（志村ふくみ他） 封筒（破損）
第３回郁友会日本画展 *1976年３月13日（土）─３月18日（木） 丸栄スカイル８階画廊
（不明） 封筒のみ
朝日美術展 76 1976年４月３日（土）─４月８日（木） 丸栄スカイル８階催場 封筒
第５回椚会日本画展 *1976年４月10日（土）─４月15日（木） 丸栄スカイル８階画廊
エッチングとリトグラフによる 髙山辰雄展 1976年３月20日（土）─３月25日（木） 丸栄スカイル８階画廊
猿庵冷石俳画展 *1976年４月17日（土）─４月22日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
伊藤誠二日本画個展 *1976年４月24日（土）─４月29日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
鍋井克之作品展 *1976年４月24日（土）─４月29日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
日本画四人展 *1978年６月24日（土）─６月30日（金） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ
（女流20人展） メモのみ
片野かほり 絞り展 *1976年５月22日（土）─５月27日（木） 丸栄スカイル８階工芸サロン
第３回玄輝会絵画展 *1976年６月12日（土）─６月17日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
額縁の世界へご招待 *1976年７月３日（土）─７月15日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
小松崎邦雄「12の天使たち」出版記念展 *1976年７月16日（金）─７月22日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
第５回暾会日本画展 *1976年７月31日（土）─８月５日（木） 丸栄スカイル８階画廊
近代絵画巨匠名品展 *1976年７月９日（金）─７月15日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
一九七六年 夏のオークション ご招待 1976年７月28日（水） 丸栄スカイル8F画廊 出品依頼状、封筒
㻚々会油絵展 *1976年８月７日（土）─８月12日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
佐藤昌美日本画展 *1976年８月21日（土）─８月26日（木） 丸栄スカイル８階画廊
槐会 伊藤清永・平川敏夫 二人展 *1976年８月28日（土）─９月２日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
青山熊治展 *1976年９月11日（土）─９月16日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
彼末宏新作展 *1976年９月25日（土）─９月30日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ
古稀 梶田東崖作品展 *1976年11月６日（土）─11月11日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
吉本弘油絵個展 *1976年10月23日（土）─10月28日（木） 丸栄スカイル８階画廊
第３回EWLL版画展 *1976年11月６日（土）─11月11日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
ちぎり会日本画展 *1976年11月６日（土）─11月11日（木） 丸栄スカイル８階特別画廊
76 第６回名古屋洋画商専門会展 1976年11月20日（土）─11月25日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
中部代表書作家 墨榮展 *1976年12月４日（土）─12月９日（木） 丸栄スカイル８階特別画廊
第４回新栄会展 *1976年12月10日（金）─12月16日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
後藤純男個展 *1976年12月10日（金）─12月15日（水） 丸栄スカイル８階画廊
奈良六大寺 平山郁夫素描展 *1976年12月18日（土）─12月23日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
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佐藤重教 西陣伝統工芸美術織画展 *1976年12月16日（木）─12月21日（火） 丸栄スカイル８階特別画廊 封筒
中日新聞連載 壬申の乱を歩く 加藤正音「葦と弓と馬」原画展 *1976年12月24日（金）─12月29日（水） 丸栄スカイル８階絵画サロン
芝田米三個展 *1976年12月４日（土）─12月９日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ

JM201900014018（案内状綴りS52.1.1～53.2）
マイヨール 彫刻とデッサン展 *1977年４月２日（土）─４月14日（木） 丸栄スカイル８階特別画廊 封筒
ピカソ版画の傑作「ヴォラール組曲」展 *1977年４月２日（土）─４月７日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
東山魁夷 詩画集「コンコルド広場の椅子」原画展／
リトグラフ 海と山 新作展

*1977年１月４日（火）─１月13日（木） 丸栄スカイル８階画廊 販売案内、封筒、
ポストカード

平野遼小品展 *1977年１月29日（土）─２月３日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第12回新春東書芸代表作家展 *1977年１月15日（土）─１月20日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ
第６回椚会日本画展 *1977年２月12日（土）─２月17日（木） 丸栄スカイル８階画廊
近代絵画巨匠名品展 *1977年２月19日（土）─２月24日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
ユトリロ展 *1977年２月26日（土）─３月３日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第４回郁友会日本画展 *1977年２月26日（土）─３月３日（木） 丸栄スカイル８階画廊
現代作家版画コレクション *1977年２月26日（土）─３月３日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
舘柳説 近作展 *1977年３月26日（土）─３月31日（木） 丸栄スカイル８階画廊 目録、封筒
藤田嗣治版画展 *1977年４月29日（金）─５月12日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒、ポストカード
小松均 手彩色銅版画展 *1977年４月16日（土）─４月21日（木） 丸栄スカイル８階画廊
桑原幹根 俳画展 *1977年４月16日（土）─４月21日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
槐会展 *1977年５月14日（土）─５月19日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
中日文化賞30回記念受賞作家秀作展 *1977年５月21日（土）─５月26日（木） 丸栄スカイル８階画廊 目録、封筒のみ
冨田溪仙素描展 *1977年５月21日（土）─５月26日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
鑑賞木版画出版記念 小林古径素描原画展 *1977年６月４日（土）─６月９日（木） 丸栄スカイル８階画廊
近代洋画物故作家展 1977年６月11日（土）─６月16日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
古稀記念 藪野正雄展 *1977年７月８日（土）─７月14日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
日本画４人展 *1977年６月25日（土）─６月30日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ
近代絵画巨匠名品展 *1977年７月15日（土）─７月21日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
安藤広重 浮世絵展 *1977年８月13日（土）─８月18日（木） 丸栄スカイル８階画廊
清水比庵 遺作展 *1977年８月27日（土）─９月１日（木） 丸栄スカイル８階画廊
加賀美勣油絵個展 1997年９月23日（土）─９月29日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
坂本繁二郎版画展 *1977年９月10日（土）─９月15日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
軸装による日本画展 *1977年９月23日（金）─９月29日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
山田麗眺子作品展 *1977年10月１日（土）─10月６日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
島田章三展 *1977年10月15日（土）─10月20日（木） 丸栄スカイル８階画廊
三枝茂雄展 *1977年10月８日（土）─10月13日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
芭蕉・一茶から現代まで 俳句・俳画展 *1977年10月15日（土）─10月20日（木） 丸栄スカイル８階工芸サロン
片野かほり 絞り展 *1977年10月22日（土）─10月27日（木） 丸栄スカイル８階画廊
加藤大碩書展 *1977年10月29日（土）─11月３日（木） 丸栄スカイル８階画廊
ちぎり会日本画展 *1977年10月22日（土）─10月27日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
豆子甲水之展 *1977年11月５日（土）─11月10日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第４回玄輝会絵画展 *1977年11月５日（土）─11月10日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
志村ふくみ展 *1977年11月19日（土）─11月24日（木） 丸栄スカイル８階画廊
New EWLL第５回版画展 *1977年11月26日（土）─12月１日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
77 第７回 名古屋洋画商専門会展 1977年12月３日（土）─12月８日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
画集刊行記念 髙山辰雄「聊斎志異」展 *1978年２月11日（土）─２月16日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
歳末助け合い 寄贈書画・工芸作品即売展 1977年12月25日（日）・26日（月） 丸栄スカイル８階催場 小冊子のみ
（チラシ）小林古径筆素描木版集 小林古径素描原画展

関連資料
小磯良平展 *1978年１月４日（水）─１月12日（木） 丸栄スカイル８階画廊
第十三回 新春東書芸代表作家展 *1978年１月14日（土）─１月19日（木） 丸栄スカイル８階画廊
第５回 新栄会展 *1977年12月19日（月）─12月25日（日） 丸栄スカイル８階特別画廊
エミリオ・グレコ素描展 *1978年１月４日（水）─１月12日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
藤田桜 布地によるコラージュ展 *1978年１月28日（土）─２月２日（木） 丸栄スカイル８階工芸サロン
78 日本アート交易「春のオークション」出品依頼ご案内 内覧会：*1978年３月31日（金）─４月２日（日） 丸栄スカイル８階 出品依頼状、封筒

オークション：*1978年４月３日（月）
小林和作遺作展 *1978年２月25日（土）─３月２日（木） 丸栄スカイル８階催場
新作日本画サムホール展 *1978年２月18日（土）─２月23日（木） 丸栄スカイル８階画廊
小林和作小品展 *1978年２月25日（土）─３月２日（木） 丸栄スカイル８階催場
近代絵画巨匠名品展 *1978年３月４日（土）─３月９日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第５回郁友会日本画展 *1978年３月４日（土）─３月９日（木） 丸栄スカイル８階工芸サロン

JM201900014019（案内状綴りS53.3～S54.6）
熊谷守一 書と水墨展 *1978年３月25日（土）─３月30日（木） 丸栄スカイル８階画廊
麻生三郎作品展 *1979年４月14日（土）─４月19日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
小杉小二郎作品展 *1978年４月22日（土）─４月27日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
辻村ジュサブローの世界 人形展 *1979年５月５日（土）─５月10日（木） 丸栄スカイル８階画廊
第５回中部女流書家 選抜20人展 *1978年５月13日（土）─５月18日（木） 丸栄スカイル８階画廊
玄輝会絵画展 *1978年６月17日（土）─６月22日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
（暑中見舞い） 1978年
モランディ展 *1980年11月22日（土）─11月27日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第８回新栄会展 *1980年11月22日（土）─11月27日（木） 丸栄スカイル８階画廊
堀太郎油絵展 *1978年８月26日（土）─８月31日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
画聖小川芋銭「河童百図」刊行記念 河童百圖展 *1978年８月26日（土）─８月31日（木） 丸栄スカイル８階特別画廊
小林研三展 *1978年９月２日（土）─９月７日（木） 丸栄スカイル８階画廊
新作 日本画サムホール展 *1978年９月９日（土）─９月14日（土） 丸栄スカイル８階画廊
12人の洋画新作展 *1978年10月２日（土）─10月８日（日） 丸栄スカイル８階絵画サロン
彼末宏個展 油絵 1978年５月27日（土）─６月１日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
小島俊男展 サーカスの世界 1979年６月２日（土）─６月７日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
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竹久夢二版画展 *1978年６月10日（土）─６月15日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
山口薫作品展 *1978年７月１日（土）─７月６日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
岡本太郎版画展 *1978年７月14日（土）─７月20日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
島田章三版画展 *1978年８月５日（土）─８月10日（土） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
現代作家美術品特別頒布会ご案内 *1978年７月29日（土）─８月３日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
岡本紫纓子 俳画展 *1978年９月15日（金）─９月21年（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
花の旅 井上正弘写真展 *1978年11月18日（土）─11月23日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
第６回 NEW EWLL 版画展 *1978年12月９日（土）─12月15日（金） 丸栄スカイル８階絵画サロン
鷲田新太遺作展 *1978年12月15日（金）─12月21日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン 封筒
竹藪の中 髙間新治写真展 *1979年２月17日（土）─２月22日（木） 丸栄スカイル８階画廊
第一回 明日への具象展 1979年２月10日（土）─２月15日（木） 丸栄スカイル８階催場・画廊
一九七八年春のオークション開催のご案内 内覧日：1978年３月31日（金）─４月２日（日） 丸栄スカイル８階画廊

オークション：1978年４月３日（月） 丸栄スカイル８階催場
日月星辰 髙山辰雄素描展 1978年９月23日（土）─９月28日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
柴田賢治郎 油絵個展 *1978年９月30日（土）─10月５日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
軸装による日本画展 *1978年10月７日（土）─10月12日（木） 丸栄スカイル８階画廊
第２回 菫栄会展 *1978年10月14日（土）─10月19日（木） 丸栄スカイル８階画廊
ちぎり会日本画展 *1978年10月21日（土）─10月26日（木） 丸栄スカイル８階特設会場
足坂伸 砧絵展 *1978年11月３日（金）─11月９日（木） 丸栄スカイル８階工芸サロン
書玄ミニ作品展 *1978年11月25日（土）─11月30日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
近代絵画巨匠名品展 *1978年12月２日（土）─12月７日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第６回新栄会展 *1978年12月２日（土）─12月７日（木） 丸栄スカイル８階特別画廊
浮世絵版画干支・十二支展 *1978年12月２日（土）─12月７日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
中部代表書作家 墨榮展 *1978年12月25日（月）─12月30日（土） 丸栄スカイル８階画廊
東山魁夷素描展 唐招提寺への道 1979*年１月４日（木）─１月11日（木） 丸栄スカイル８階催場 封筒
第十四回 新春東書芸代表作家展 1979*年１月27日（土）─２月１日（木） 丸栄スカイル８階画廊
手彩色エッチング「佛曼陀羅」刊行記念 杉本健版画展 1979*年２月３日（土）─２月８日（木） 丸栄スカイル８階画廊
79 いけばなグループ展 1979年２月10日（土）─２月15日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
朝日美術展 '79 1979年４月14日（土）─４月19日（木） 丸栄スカイル８階催場
第６回郁友会日本画展 1979*年３月10日（土）─３月15日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
稲川尚子 染織個展 1979*年３月17日（土）─３月22日（木） 丸栄スカイル８階画廊
第１回六輝会油絵展 1979*年３月24日（土）─３月29日（日） 丸栄スカイル８階画廊
彫刻家のデッサン展 1979*年３月30日（土）─４月５日（木） 丸栄スカイル８階画廊
舞妓を描く 木村夫美個展 1979*年５月26日（土）─５月31日（木） 丸栄スカイル８階工芸サロン 目録、封筒

JM201900014020（案内状綴り54.6～55.9）
山本丘人・森芳雄 二人展 *1979年６月16日（土）─６月21日（木） 丸栄スカイル８階画廊
杉山律夫・木村昭平 二人展 1979年６月16日（土）─６月21日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン 封筒
加山又造裸婦展 *1979年６月23日（土）─６月28日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
近代絵画巨匠名品展 *1979年７月13日（金）─７月19日（木） 丸栄スカイル８階画廊
日本画四人展 *1979年７月７日（土）─７月12日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ
白士会小品展 *1979年７月20日（金）─７月26日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
齋藤真成展 *1979年７月28日（土）─８月２日（木） 丸栄スカイル８階画廊
'79㻚々会絵画展 1979年８月４日（土）─８月９日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
（暑中見舞い） 1979年夏
浮世絵 300年の流れ展 *1979年８月18日（土）─８月23日（木） 丸栄スカイル８階画廊
緑翠・悌子二人展 *1979年８月25日（土）─８月30日（木） 丸栄スカイル８階画廊
現代諸家 扇面展 *1979年９月29日（土）─10月４日（木） 丸栄スカイル８階画廊
新作 日本画サムホール展 *1979年９月15日（土）─９月27日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
宮脇晴・宮脇綾子 二人展 *1979年９月８日（土）─９月13日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
現代画壇の大家が新作を競う 日本のこころ 画装の美展 *1979年９月15日（土）─９月27日（木） 丸栄スカイル８階画廊
島田鮎子個展 *1979年９月22日（土）─９月27日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
髙山辰雄墨画展 アッシジへ行く 1979年10月20日（土）─10月25日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第６回 ちぎり会日本画展 *1979年10月13日（土）─10月18日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
名古屋洋画商専門会展 '79 第２回12人の洋画新作展 *1979年11月７日（土）─11月15日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
10年の歩み 六彫展 *1979年11月23日（土）─11月29日（木） 丸栄スカイル８階画廊・特別画廊 封筒
NEW EWLL 第７回版画展 1979年11月23日（土）─11月29日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
虹の画家 靉嘔版画展 *1979年12月１日（土）─12月６日（水） 丸栄スカイル８階画廊
中部代表書作家 墨榮展 *1979年12月８日（土）─12月13日（木） 丸栄スカイル８階画廊
第７回 新栄会展 *1979年12月８日（土）─12月13日（木） 丸栄スカイル８階特別画廊
片野かほり 絞り展 *1979年12月８日（土）─12月13日（木） 丸栄スカイル８階工芸サロン
遠藤蕃展 油絵 1979年12月14日（金）─12月20日（木） 丸栄スカイル８階美術画廊
第15回 新春東書芸代表作家展 *1980年１月19日（土）─１月24日（木） 丸栄スカイル８階画廊
画集発行記念 島田章三自選展 *1980年１月26日（土）─１月31日（木） 丸栄スカイル８階催場 封筒
角谷芳斎墨蹟展 *1980年２月23日（土）─２月28日（木） 丸栄スカイル８階画廊
第７回 郁友会日本画展 *1980年２月29日（金）─３月６日（木） 丸栄スカイル８階画廊
第２回 六輝会油絵展 *1980年３月22日（土）─３月27日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
阪田京一 滞欧新作展 *1980年４月５日（土）─４月10日（木） 丸栄スカイル８階画廊
書玄ミニ作品展 *1980年４月５日（土）─４月10日（木） 丸栄スカイル８階工芸サロン
大沢康之 油絵個展 *1980年４月12日（土）─４月17日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
朝日美術展 '80 *1980年４月19日（土）─４月24日（木） 丸栄スカイル８階特設会場
玄輝会絵画展 *1980年４月26日（土）─５月１日（木） 丸栄スカイル８階画廊
中国現代版画展 *1980年５月10日（土）─５月15日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
パブロ・ピカソ版画展 1980年５月17日（土）─５月22日（木） 丸栄スカイル８階画廊 目録
第７回 中部女流書家 選抜20人展 1980年５月17日（土）─５月22日（木） 丸栄スカイル８階画廊
未公開の写生による 速水御舟展 *1980年６月７日（土）─６月12日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
吉本弘油絵個展 *1980年６月21日（土）─６月26日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
舞妓と鶴 橋本明治素描展 1980年６月28日（土）─７月３日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
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展覧会名等 会期等 会場 付属物等
第１回 新樹会日本画展 *1980年６月28日（土）─７月３日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
谷内六郎 木版画展 *1980年７月４日（金）─７月10日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
山口薫展 *1980年７月11日（金）─７月17日（木） 丸栄スカイル８階画廊
日本画四人展 *1980年７月19日（土）─７月24日（木） 丸栄スカイル８階画廊
世界に生きる「現代彫刻・日本の八人」展 *1980年７月26日（土）─７月31日（木） 丸栄スカイル８階画廊
（暑中見舞い） 1980年
日本の名山 今野忠一展 1980年８月１日（金）─８月７日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
現代作家 絵画・工芸品 特別販売会 *1980年８月９日（土）─８月14日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
復刻・浮世絵 花鳥版画展 *1980年８月16日（土）─８月21日（木） 丸栄スカイル８階画廊

JM201900014021（案内状綴りS55.9～S57.1）
もっとも新しい美術写真家 小本章版画展 *1980年９月20日（土）─９月25日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン チラシ、封筒のみ
佐野繁次郎展 *1980年９月27日（土）─10月２日（木） 丸栄スカイル８階画廊
梅原龍三郎展 *1980年10月10日（金）─10月16日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第７回豊橋出身の日本画家による ちぎり会 *1980年９月27日（土）─10月７日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊

*1980年10月11日（土）─10月16日（木） 丸栄スカイル８階工芸サロン
西から東へ10万キロ 平山郁夫シルクロード展 1980年11月８日（土）─11月13日（木） 丸栄スカイル８階特別会場 封筒
生命讃歌 芝田米三展 *1980年11月15日（土）─11月20日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
NEW E.W.L.L 版画展 第８回 1980年11月22日（土）─11月27日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
第３回13人の洋画新作展 *1980年11月29日（土）─12月４日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
第１回青丘展 *1980年11月29日（土）─12月４日（木） 丸栄スカイル８階画廊
加藤正音展 *1980年12月６日（土）─12月11日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
現代絵画大家名品即売展 *1980年12月12日（金）─12月18日（木） 丸栄スカイル８階画廊
わが花心 松尾敏男展 日本画 *1981年１月４日（日）─１月８日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
墨彩泥 清水公照展 *1981年２月７日（土）─２月12日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
現代油絵小品展 *1981年２月14日（土）─２月19日（木） 丸栄スカイル８階画廊
第８回郁友会日本画展 *1981年２月21日（土）─２月26日（木） 丸栄スカイル８階工芸サロン
ヴェナンツォ・クロチェッティ展 *1981年２月21日（土）─２月26日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第三回 明日への具象展 1981年２月21日（土）─２月26日（木） 丸栄スカイル８階催場 封筒
第一回 次代への日本画展 *1981年２月28日（土）─３月５日（木） 丸栄スカイル８階特設会場 封筒
中部代表書作家 墨榮展 *1980年12月26日（金）─12月30日（火） 丸栄スカイル８階画廊
第３回六輝会油絵展 *1981年３月21日（土）─３月26日（木） 丸栄スカイル８階画廊
尾崎良二 油絵・素描 個展 *1981年４月25日（土）─４月30日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ

*1981年５月７日（木）─５月12日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
玄輝会絵画展 *1981年５月２日（土）─５月７日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
第８回 中部女流書家 選抜20人展 1981年５月16日（土）─５月21日（木） 丸栄スカイル８階画廊
復刻・浮世絵 木曽六十九次展 *1981年５月16日（土）─５月21日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
平川敏夫 新作展 *1981年５月23日（土）─５月28日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
銅版画集「四人の風景画」展 *1981年５月29日（金）─６月４日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
高山辰雄石版画展 *1981年６月６日（土）─６月11日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第２回新樹会 日本画展 *1981年６月20日（土）─６月25日（木） 丸栄スカイル８階特別画廊
筑前伝統工芸 博多人形秀作展 *1981年６月20日（土）─６月25日（木） 丸栄スカイル８階工芸サロン
江副行昭 スタジオグラス展 *1981年６月27日（土）─７月２日（木） 丸栄スカイル８階工芸サロン
日本画３人展 倉島重友・野村義照・山本真也 *1981年６月27日（土）─７月２日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
飯田史朗個展 *1981年７月３日（土）─７月９日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
快山窯 新作展 *1981年７月３日（土）─７月９日（木） 丸栄スカイル８階工芸サロン 封筒
京洛の四季 麻田鷹司 素描展 *1981年７月10日（金）─７月16日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
土牛素描画集出版記念 奥村土牛自選素描作品展 *1981年８月１日（土）─８月６日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
復刻 浮世絵 風景版画展 *1981年８月15日（土）─８月20日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
軸装による 近代日本画巨匠小品展 *1981年９月５日（土）─９月10日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
小磯良平版画展 *1981年９月19日（土）─９月24日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
魅惑の婦人像 小磯良平展 *1981年９月19日（土）─９月24日（木） 丸栄スカイル８階催場 封筒
YAMATABIRA展 山本富章・田村光義・平井健三 1981年９月19日（土）─９月24日（木） 丸栄スカイル８階特別画廊
第３回 董栄会展 *1981年11月28日（土）─12月３日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
須田剋太展 *1981年10月３日（土）─10月８日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
週刊朝日連載 須田剋太挿絵「街道をゆく」原画展 *1981年10月３日（土）─10月８日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン・

特別画廊
封筒

第８回豊橋出身の日本画家による ちぎり会 *1981年９月26日（土）─10月６日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
*1981年10月10日（土）─10月15日（木） 丸栄スカイル８階工芸サロン

近代絵画巨匠名品展 *1981年10月24日（土）─10月29日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
ヘンリー・ムア版画展 *1981年10月24日（土）─11月５日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
中川一政展 私の遍歴 1981年11月７日（土）─11月12日（木） 丸栄スカイル８階催場・画廊 封筒
書玄ミニ作品展 1981年11月７日（土）─11月12日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
第９回新栄会展 *1981年11月14日（土）─11月19日（木） 丸栄スカイル８階特別画廊
NEW E.WL.L 版画展 第９回 1981年11月14日（土）─11月19日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
創画会会友 華樹会 日本画展 *1981年11月21日（土）─11月26日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒

*1981年12月３日（木）─12月８日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
創画会会友 華樹会 *1982年11月20日（土）─11月25日（木） 丸栄スカイル８階画廊
今甦る江戸の色 勝原伸也 錦絵展 *1981年11月21日（土）─11月26日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
大パリ展併催 あなたの生活を華麗に彩る 
フランスリトグラフィー・フェア

*1983年９月29日（木）─10月４日（火） 本館８階大催場 招待券のみ

下田義寛展 日本画 1982年１月４日（月）─１月14日（木） 丸栄スカイル８階画廊 目録
第17回 新春東書芸代表作家展 *1982年１月15日（金）─１月21日（木） 丸栄スカイル８階画廊
グループ野火 *1981年３月14日（土）─３月19日（木） 丸栄スカイル８階特別画廊 封筒のみ
近代・現代作家 日本画・洋画逸品展 *1981年12月５日（土）─12月10日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒

JM201900014022（案内状綴りS57.1～S58.7.26）
第２回青丘展 *1982年１月22日（金）─１月28日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
現代油絵小品展 *1982年２月13日（土）─２月18日（木） 丸栄スカイル８階画廊
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展覧会名等 会期等 会場 付属物等
日本画三人展 島倉重友・野村義照・山本真也 *1982年６月２日（土）─６月10日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ
草の頭窯展 *1982年６月２日（土）─６月10日（木） 丸栄スカイル８階工芸サロン 封筒のみ
加藤唐九郎の世界展 1982年６月５日（土）─６月17日（木） 丸栄スカイル８階催場 封筒のみ
人間像 その新たなる展開 島田章三展 1982年１月30日（土）─２月４日（木） 丸栄スカイル８階画廊

1982年２月11日（木）─２月15日（月） 豊橋丸栄７階美術画廊
第４回明日への具象展 *1982年２月20日（土）─２月25日（木） 丸栄スカイル８階催場
片野かほり・北森紀子 染色二人展 *1982年２月20日（土）─２月25日（木） 丸栄スカイル８階工芸サロン
ロダンからヘンリー・ムアまで 近代彫刻巨匠展 *1982年２月20日（土）─２月25日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
奥村土牛の素描 巨匠と舞妓展／制作風景の写真 久地奥榛雄 1982年４月２日（金）─４月８日（木） 名古屋丸栄スカイル８階画廊 封筒
現代アメリカ版画作品展 *1982年４月24日（土）─５月６日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
小杉小二郎個展 *1982年４月10日（土）─４月15日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
グループ野火展 *1982年３月13日（土）─３月18日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第６回グループ野火展 *1983年３月17日（木）─３月22日（火） 丸栄スカイル８階画廊
山本丘人素描展 1982年３月27日（土）─４月１日（木） 丸栄スカイル八階画廊 封筒
人・山・心・花 伊藤彬個展 *1982年５月８日（土）─５月13日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒

*1982年５月20日（木）─５月25日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
いけばな涛月会 八神雅也個展 *1982年５月８日（土）─５月13日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン 封筒
上野山エイシ油絵小品展 *1982年５月22日（土）─５月27日（木） 丸栄スカイル８階特別画廊 封筒
復刻完成記念 英泉・廣重 木曽街道六十九次展 *1982年５月22日（土）─５月27日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン 封筒
白士会会員による「桂林」新作展 *1982年６月12日（土）─６月17日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ
第１回花の木会絵画展 *1982年６月26日（土）─７月１日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第９回中部女流書家 選抜20人展 1982年６月19日（土）─６月24日（木） 丸栄スカイル８階画廊
髙山辰雄石版画展 *1982年７月２日（金）─７月８日（木） 丸栄スカイル８階画廊
中国素描 後藤純男展 *1982年７月９日（金）─７月14日（水） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
雑記小品 彼末宏個展 *1982年７月24日（土）─７月29日（木） 丸栄スカイル８階画廊
高橋幸彦個展 *1982年８月７日（土）─８月12日（木） 丸栄スカイル８階画廊 目録
十果会 洋画 *1982年９月11日（土）─９月16日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
軸装による 近代日本画巨匠小品展 *1982年９月18日（土）─９月23日（木・祝） 丸栄スカイル８階画廊
三人展 髙山辰雄・山本丘人・中川一政 *1982年10月２日（土）─10月７日（木） 丸栄スカイル８階画廊
中国・東南アジア古陶磁展 *1982年10月２日（土）─10月７日（木） 丸栄スカイル８階工芸サロン
（広告）
『杉本健・複製画集』『新平家絵物語 杉本健筆』『杉本健作品集』

DM

第９回 豊橋出身の日本画家による ちぎり会 *1982年10月14日（木）─10月19日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
*1982年10月23日（土）─10月28日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン

近代絵画巨匠名品展 *1982年10月29日（金）─11月４日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第10回 NEW E.W.L.L 版画展 1982年11月６日（土）─11月11日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
第10回 新栄会展 油絵 *1982年11月６日（土）─11月11日（木） 丸栄スカイル８階特別画廊
第２回 絵のない展覧会 額縁の世界への招待状 *1982年11月13日（土）─11月18日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
創画会会友 華樹会 日本画展 *1982年11月20日（土）─11月25日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
堀文子近作展 *1982年11月27日（土）─12月２日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
茶掛による 至豊会展 森緑翠・平川敏夫・大森運夫 *1982年12月４日（土）─12月９日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
中部代表書作家 墨栄展 *1982年12月25日（土）─12月29日（水） 丸栄スカイル８階画廊
第十八回 新春東書芸代表作家展 *1983年１月12日（水）─１月18日（火） 丸栄スカイル８階画廊 目録のみ
花の旅 井上正弘写真展 *1983年１月13日（木）─１月18日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
第３回 青丘展 *1983年１月20日（木）─１月25日（火） 丸栄スカイル８階画廊
島田鮎子個展 *1983年２月24日（木）─３月１日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第18回 新春東書芸代表作家展 *1983年１月12日（水）─１月18日（火） 丸栄スカイル８階画廊
グループ野火 *1982年３月13日（土）─３月18日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ
第６回グループ野火 *1983年３月７日（月）─３月14日（月） 村越画廊・内山画廊
第１回 八洸会展 *1983年３月23日（水）─３月29日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
備前 岡田輝作陶展 *1983年３月23日（水）─３月29日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
小林和作 水彩画展 *1983年４月７日（木）─４月12日（火） 丸栄スカイル８階画廊
ベニスを描く 浜征彦油絵展 *1983年５月５日（木）─５月10日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
路 木祖路 平松礼二作品展 *1983年５月12日（木）─５月17日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒

*1983年５月26日（木）─５月31日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
尾崎良二 油絵・素描個展 *1983年５月26日（木）─５月31日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ
野の花、山の花 山田学写真展 *1983年６月16日（木）─６月21日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
中部女流書家選抜20人展 第10回記念特別展 1983年６月16日（木）─６月21日（火） 丸栄スカイル８階画廊
土井俊泰展 *1983年６月23日（木）─６月28日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第６回 グループ野火 *1983年３月17日（木）─３月22日（火） 丸栄スカイル８階美術画廊 目録、ポストカード
第２回 花の木会絵画展 *1983年７月６日（水）─７月12日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
車木・版画展 1983年７月21日（木）─７月26日（火） 丸栄スカイル８階画廊

JM201900014023（案内状綴りS58.8～S60.8）
現代俳人・歌人筆墨展 *1983年８月25日（木）─８月30日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ
第20回圭人社人形展 *1983年８月31日（水）─９月６日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
十果会 洋画 *1983年８月31日（水）─９月６日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
小杉小二郎個展 *1982年４月10日（土）─４月15日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ
車木・版画展 1983年７月21日（木）─７月26日（火） 丸栄スカイル８階画廊
軸装による 近代日本画巨匠展 *1983年９月15日（木）─９月20日（火） 丸栄スカイル８階画廊 目録、封筒のみ
大歳克衛展 1983年10月13日（木）─10月18日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
和田義彦個展 洋画 *1983年９月29日（木）─10月４日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ
1983 NEW E.W.L.L. 版画展 1983年11月17日（木）─11月22日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
志村ふくみ作品展 *1983年11月３日（木）─11月８日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ
音部幸司展 *1983年11月10日（木）─11月15日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
創画会会友 華樹会 日本画展 *1983年11月17日（木）─11月22日（火） 丸栄スカイル８階画廊

*1983年11月30日（水）─12月６日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
第10回 豊橋出身の日本画家による ちぎり会 *1983年１月12日（木）─１月17日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊

*1983年２月２日（水）─２月７日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
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展覧会名等 会期等 会場 付属物等
新春東書芸代表作家展 *1983年１月12日（木）─１月17日（火） 丸栄スカイル８階画廊
須田剋太展 *1983月１月26日（木）─１月31日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第４回 青丘会 *1984年１月19日（木）─１月25日（水） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
纐纈敏郎個展 *1984年２月23日（木）─２月28日（火） 丸栄スカイル８階特別画廊 封筒
進藤蕃展 *1984年２月２日（木）─２月７日（火） 丸栄スカイル８階画廊・特別画廊
画文集発行記念 島田章三展 *1984年３月１日（木）─３月６日（火） 丸栄スカイル８階画廊

*1984年３月15日（木）─３月20日（火・祝） 豊橋丸栄７階美術画廊
第４回 六輝会油絵展 *1982年３月20日（土）─３月25日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
宮崎進新作展 *1984年３月８日（木）─３月13日（火） 丸栄スカイル８階画廊
山本丘人素描展 1982年３月27日（土）─４月１日（木） 丸栄スカイル８階画廊
第２回 八洸会展 *1984年３月22日（木）─３月27日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
のむら清六展 *1984年３月29日（木）─４月３日（火） 丸栄スカイル８階画廊
芹沢銈介展 *1984年４月19日（木）─４月24日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ
未発表作品によるアンドレ・ミノー銅版画展 *1984年４月12日（木）─４月17日（火） 丸栄スカイル８階画廊
井上公三展 シルクスクリーン *1984年４月26日（木）─５月１日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
勝原伸也浮世絵版画展 *1984年４月26日（木）─５月８日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
カサイマサヒロ版画展 *1984年５月17日（木）─５月22日（火） 丸栄スカイル8F絵画サロン
中川一政新作展 *1984年５月10日（木）─５月15日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ
大島哲以展 *1984年５月31日（木）─６月５日（火） 丸栄スカイル８階画廊
明治・大正・昭和 くらしのうつわ展 *1984年５月24日（木）─５月29日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
銅版画集出版記念 伊藤彬展 *1984年５月24日（木）─５月29日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
メキシコの風景と女を描く 安藤幹衛展 *1985年６月13日（木）─６月18日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
中部女流書道会選抜秀作展 1984年６月21日（木）─６月26日（火） 丸栄スカイル８階画廊
愛にあそぶ「花と少女」橋口美代子・磯部晶子 二人展 *1984年６月21日（木）─６月26日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン 封筒
第３回 花の木会絵画展 *1984年７月５日（木）─７月10日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
市野龍起 リトグラフの世界 1984年７月19日（木）─７月24日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第７回グループ野火 *1984年８月１日（水）─８月７日（火） 丸栄スカイル８階画廊 目録、封筒
第６回 十果会 洋画 *1984年８月30日（木）─９月４日（火） 丸栄スカイル８階画廊・特別画廊 封筒
現代俳人・歌人・詩人 筆墨展 *1984年８月23日（木）─８月28日（火） 丸栄スカイル８階画廊
岩崎正個展 *1984年９月６日（木）─９月11日（火） 丸栄スカイル８階画廊
軸装による 近代日本画巨匠小品展 *1984年９月13日（木）─９月18日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
岩原良仁個展 *1984年10月３日（水）─10月８日（月） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ
近代洋画100選展 *1984年10月10日（水）─10月16日（火） 丸栄スカイル８階催場 封筒
豊橋丸栄開店10周年記念 十人展 *1984年９月26日（水）─10月２日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊

*1984年10月25日（木）─10月28日（日） 丸栄スカイル８階工芸サロン
第二十回 新春東書芸代表作家展 *1985年１月17日（木）─１月22日（火） 丸栄スカイル８階画廊
上司海雲遺墨展 *1985年２月21日（木）─２月26日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ
尾崎良二 油絵・素描展 *1985年１月24日（木）─１月29日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ

*1985年２月７日（木）─２月12日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
第４回 六輝会油絵展 *1982年３月20日（土）─３月25日（水） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
怪しい女性を描く 油絵個展 佐々木豊 *1987年６月20日（土）─６月25日（木） 丸栄スカイル８階画廊

JM201900014024（案内状綴りS60.9～62.3.3）
第一回次代への日本画展 *1987年２月28日（土）─３月５日（木） 丸栄スカイル８階特設会場
小川立夫「愛と富貴」花の小品展 *1987年４月16日（木）─４月21日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
山本南陽 喜寿 書作展 *1985年９月26日（木）─10月１日（火） 丸栄スカイル８階美術画廊
十果会《洋画》展 *1985年８月29日（木）─９月３日（火） 丸栄スカイル８階画廊・特別画廊 封筒
軸装による 近代日本画巨匠小品展 *1985年９月19日（木）─９月24日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
現代日本画新作60人展 *1985年10月３日（木）─10月８日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
現代日本画の俊英 上村淳之展 1989年６月22日（木）─６月27日（火） 丸栄スカイル８階催場 入場券のみ
加藤正音 歌舞伎 水墨画展 1985年10月３日（木）─10月８日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
數野繁夫個展 洋画 *1985年10月24日（木）─10月29日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
近代絵画巨匠名品展 *1985年10月30日（水）─11月５日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第13回 新栄会展 *1985年11月７日（木）─11月12日（火） 丸栄スカイル８階特別画廊
中日新聞連載「旅人われは」田淵俊夫 さし絵原画展 *1985年11月14日（木）─11月19日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
進藤蕃展 *1985年11月21日（木）─11月26日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
勝原伸也浮世絵版画展 *1985年11月21日（木）─11月26日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
倉島重友・野村義照・山本真也 日本画三人展 *1985年12月４日（水）─12月10日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第４回 近代洋画100選展 
ヨーロッパと日本の巨匠から新鋭作家まで

*1985年10月10日（木・祝）─10月15日（火） 丸栄スカイル８階催場 封筒、価格表、
ポスター

クリフトン・カーフ木版画展 *1985年12月11日（水）─12月17日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
宮島詠士 墨蹟展 1986年２月20日（木）─２月25日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
（書籍）木村東介『宮島詠士 詠士書道とわが審美異説』 書籍
俊英作家 日本画新作展 *1986年２月６日（木）─２月11日（火・祝） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ
島田鮎子個展 *1986年２月27日（木）─３月４日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
井上公三版画展 *1986年３月13日（木）─３月18日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ
第４回 八洸会展 *1986年３月27日（木）─４月１日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒

*1986年４月３日（木）─４月８日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
原勝四郎展 *1986年４月10日（木）─４月15日（火） 丸栄スカイル８階画廊
小杉小二郎展 *1986年４月17日（木）─４月22日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
武田昭個展 *1986年４月24日（木）─４月29日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ

*1986年５月８日（木）─５月12日（月） 豊橋丸栄７階美術画廊
明治・大正・昭和 日本画巨匠逸品展 1987年４月２日（木）─４月７日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ
富岡鉄斎展 開催記念 明治・大正・昭和 日本画巨匠逸品展 *1986年５月１日（木）─５月13日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ
服部保個展 *1986年５月29日（木）─６月３日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
須田剋太展 *1986年３月20日（木）─３月25日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
舘内美智子 花の作品展 *1986年６月19日（木）─６月24日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
秋山庄太郎・小泉智英 二人展 *1986年６月26日（木）─７月１日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
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展覧会名等 会期等 会場 付属物等
明治・大正・昭和にまたがる 三鬼才展 
木村荘八・小村雪岱・河野通勢

1986年７月２日（水）─７月８日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒

第５回 花の木会絵画展 *1986年７月17日（木）─７月22日（火） 丸栄スカイル８階画廊
第12回 豊橋出身の日本画家による ちぎり会 *1986年７月16日（水）─７月22日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊

*1986年７月31日（木）─８月４日（月） 丸栄スカイル８階画廊
現代洋画新作４号展 *1986年８月14日（木）─８月19日（火） 丸栄スカイル８階画廊
十果会 洋画展 *1986年８月28日（木）─９月２日（火） 丸栄スカイル８階画廊・特別画廊 封筒のみ
平川勇個展 *1986年９月11日（木）─９月16日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
有名日本画商10社による 日本画巨匠名品会 *1986年９月18日（木）─９月23日（火・祝） 丸栄スカイル８階画廊 目録、封筒のみ
桑原幹根 俳画展 *1986年９月25日（木）─９月30日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
宮脇晴・宮脇綾子 ふたり展 *1986年10月９日（木）─10月14日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン 封筒
野村卯 東大寺周辺展 *1986年10月９日（木）─10月14日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン 封筒
福井正郎木版画展 *1986年10月23日（木）─10月28日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
大和路の四季 高橋美則 油彩・墨彩展 *1986年10月16日（木）─10月21日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒

*1986年10月30日（木）─11月４日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
近代洋画100選展 *1986年10月29日（水）─11月４日（火） 丸栄スカイル８階画廊・特別画廊・

絵画サロン
封筒

三尾公三・佐々木豊 二人展 *1986年11月６日（木）─11月11日（火） 丸栄スカイル８階画廊 小冊子のみ
第８回 グループ野火 *1986年11月20日（木）─11月25日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ
第９回 グループ野火展 *1986年11月20日（木）─11月25日（火） 丸栄スカイル８階
中村晃彩油絵展 *1986年10月23日（木）─10月28日（火） 丸栄スカイル８階特別画廊
第14回 新栄会展 *1986年11月20日（木）─11月25日（火） 丸栄スカイル８階特別画廊
坪内滄明 日本画展 *1986年11月13日（木）─11月18日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ
謎の浮世絵師 東洲斎写楽展 *1986年12月３日（水）─12月９日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
現代日本画 新作サムホール展 *1986年12月10日（水）─12月16日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第22回 新春東書芸代表作家展 *1987年１月15日（木・祝）─１月20日（火） 丸栄スカイル８階画廊
空界の彼方 纐纈敏郎個展 1987年２月５日（木）─２月10日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
ノロ燐 裂絵 飛宮展 1987年２月５日（木）─２月10日（火） 丸栄スカイル8F 特別画廊 封筒
岡本博展 *1987年２月26日（木）─３月３日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
斎藤吾朗展 *1987年２月11日（水・祝）─２月17日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒

JM201900014025（案内状綴りS62.3.5～S63.7.26）
中部圏書芸代表作家 六樹会展 *1987年４月９日（木）─４月14日（火） 丸栄スカイル８階画廊
人心月花 伊藤彬展 日本画 *1987年３月５日（木）─３月10日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
墨と頌歌 書と画 三人展 于右任・金澤子卿・穐月明 *1987年３月12日（木）─３月17日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ

*1987年４月２日（木）─４月７日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
第５回八洸会展 *1987年３月26日（木）─３月31日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ

*1987年４月９日（木）─４月14日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
明治・大正・昭和 日本画巨匠逸品展 *1987年４月２日（木）─４月７日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
（価格表） 「明治・大正・昭和 日本

画巨匠逸品展」関連資料
か？

花と人 尾崎チエ個展 *1987年４月29日（水・祝）─５月５日（火・祝） 丸栄スカイル８階画廊
山口長男展 *1987年５月14日（木）─５月19日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
勝田幸男版画展 *1987年６月４日（木）─６月９日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
巒光会 日本画展 *1987年６月18日（木）─６月23日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
尾崎良二 油絵・素描展 1987年６月11日（木）─６月16日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ

1987年６月18日（木）─６月23日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
岡野博展 *1987年２月26日（木）─３月３日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
娘十二ヵ月揃完成記念 瀧秀水 木版画展 *1987年７月９日（木）─７月15日（水） 丸栄スカイル８階絵画サロン
額縁特別奉仕会 *1987年７月１日（水）─７月７日（火） 丸栄スカイル８階特設会場
京都市立芸大出身作家による 花と土と人 '87展 1987年７月30日（木）─８月４日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第13回豊橋出身の日本画家による ちぎり会 *1987年７月15日（水）─７月21日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊

*1987年８月13日（木）─８月18日（火） 丸栄スカイル８階画廊
ヨーロッパからの絵の便り 中尾彬・池波志乃展 *1987年８月６日（木）─８月11日（火） 丸栄スカイル８階画廊
第９回 十果会 洋画 展 *1987年８月27日（木）─９月１日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
日本・タイ国修好100周年記念 
覚王山日泰寺奉納 髙山辰雄大壁画展

*1987年９月10日（木）─９月15日（火・祝） 本館８階大催場 封筒

三ツ口稲川 書作展 *1987年９月10日（木）─９月15日（火・祝） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
クリフトン・カーフ木版画展 *1987年10月８日（木）─10月13日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ

*1987年10月29日（木）─11月３日（火・祝） 豊橋丸栄７階美術画廊
野崎幽谷 近作書展 富嶽讃歌 1987年10月22日（木）─10月27日（火） 丸栄スカイル８階画廊・絵画サロン 封筒
京都画壇 日本画新作小品展 *1987年10月29日（木）─11月３日（火・祝） 丸栄スカイル８階画廊 封筒

*1987年11月12日（木）─11月17日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
志村ふくみと小桉会展 *1987年11月19日（木）─11月24日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ
現代イタリア絵画を代表する 幻想と色彩の詩人 
E・ボッレイ展

*1987年11月12日（木）─11月17日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒

第15回 新栄会展 *1987年11月12日（木）─11月17日（火） 丸栄スカイル８階特別画廊
第10回 グループ野火展 *1987年11月26日（木）─12月１日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
鍔本達朗 石版画新作展 *1987年12月２日（水）─12月８日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
森緑翠・平川敏夫・大森運夫 至豊会「雪・月・花」展 *1987年12月９日（水）─12月15日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
ルイ・イカール版画展 *1988年１月14日（木）─１月19日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
グループ濤 第一回展 1988年１月20日（水）─１月26日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第23回 新春東書芸代表作家展 *1988年２月４日（木）─２月９日（火） 丸栄スカイル８階画廊
四季の花鳥 今井守彦展 1990年１月10日（水）─１月16日（火） 丸栄スカイル８階画廊
喜寿記念 大沢華空書展 1988年２月18日（木）─２月23日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ
国府克「富嶽」展 *1988年３月３日（木）─３月８日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
KOZO展 開花 LA VIE *1988年３月17日（木）─３月22日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ
崑ろん 硝子絵展 *1988年３月24日（木）─３月29日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン 封筒
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展覧会名等 会期等 会場 付属物等
第６回 八洸会展 *1988年３月24日（木）─３月29日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ
かたちびと 島田章三展 *1988年４月７日（木）─４月12日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
日本の風景をえがく 山田常利 素描展 *1988年４月14日（木）─４月19日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン 封筒
中部圏書芸代表作家 六樹展 *1988年４月14日（木）─４月19日（火） 丸栄スカイル８階画廊 目録
シルクロードを描く 道家珍彦展 *1988年４月21日（木）─４月26日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒

*1988年５月４日（水・祝）─５月９日（月） 豊橋丸栄７階美術画廊
加山又造版画展 *1988年４月28日（木）─５月３日（火・祝） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
勝田幸男版画展 *1988年５月19日（木）─５月24日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
88 今井久司展 *1988年５月12日（木）─５月24日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
田端優 油彩・パステル個展 '88 サイレントヌードシリーズ 1988年６月９日（木）─６月14日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
（価格表）アンドレ・ブラジリエ陶画展価格表 価格表
会社設立45周年記念 近代洋画100選展 *1988年６月30日（木）─７月５日（火） 丸栄スカイル８階画廊 価格表、封筒のみ
会社設立45周年記念 旅に描く 嶋谷自然展 *1988年７月６日（水）─７月12日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
会社設立45周年記念 メキシコを描く 安藤幹衛展 *1988年７月13日（水）─７月20日（水） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
創業375年 巨匠・中堅・新鋭 現代日本画秀作展 *1990年３月16日（金）・17日（土） 名古屋栄東急イン２階 鶴・舞の間 価格表、封筒のみ

*1990年３月21日（水）─３月27日（火） 丸栄スカイル８階画廊
第７回 花の木会絵画展 *1988年７月21日（木）─７月26日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒

JM201900014026（案内状綴りS63.7.28～平成1.12）
第14回 豊橋出身の日本画家による ちぎり会 1988年７月13日（水）─７月19日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン

1988年７月28日（木）─８月２日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
京都市立芸大出身作家による 花と土と人 '88展 *1988年７月28日（木）─８月２日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
未来博 '88 シンボルオブジェ制作記念 伊藤嘉晃展 *1988年８月４日（木）─８月９日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
装飾経展 *1988年８月11日（木）─８月16日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ
第10回 十果会 洋画展 *1988年８月25日（木）─８月30日（火） 丸栄スカイル８階画廊・特別画廊 封筒
独歩会 1988年８月25日（木）─８月30日（火） 丸栄スカイル８階美術サロン
（販売案内）平川俊夫 オリジナル・リトグラフ「雪月花」 販売案内
島田鮎子自選展 *1988年９月15日（木・祝）─９月20日（火） 丸栄スカイル８階画廊・特別画廊
会社設立45周年記念 尾崎良二 小品展 *1988年９月29日（木）─10月４日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒

*1988年10月13日（木）─10月18日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
米寿記念 杉戸清作品展 *1988年10月６日（木）─10月11日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ
安井奨励賞受賞記念 野村卯 東欧の旅展 *1988年10月13日（木）─10月18日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
福井正郎木版画展 *1988年10月20日（木）─10月25日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
日本民芸協会全国大会開催記念特別企画 芹沢銈介展 *1988年10月20日（木）─10月25日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
大和路の四季 高橋美則 油彩・墨彩展 *1988年10月27日（木）─11月１日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
2nd Exhibition of 友の会 in NAGOYA 1988年11月10日（木）─11月15日（火） 丸栄スカイル８階特別画廊
会社設立45周年記念 須田剋太展 *1988年11月17日（木）─11月22日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
グループ濤 第二回展 1989年１月19日（木）─１月24日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
愛知県芸術選奨文化賞受賞記念 斎藤吾朗展 *1989年２月９日（木）─２月14日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
中西利雄デッサン展 *1989年２月16日（木）─２月21日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
岩崎正個展 *1989年２月20日（月）─２月26日（日） サヱグサ画廊 小冊子のみ

*1989年３月２日（木）─３月７日（火） 丸栄スカイル８階画廊
アシエンダー領主邸壁画完成 ハイメ・ロサン新作展 *1989年２月22日（水）─２月28日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン 封筒
小寺礼三大和絵展 1989年３月16日（木）─３月21日（火・祝） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ
第７回 八洸会展 1989年３月23日（木）─３月28日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒

1989年４月６日（木）─４月11日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
花とて別にはなきものなり 石川九楊展 1989年３月29日（水）─４月４日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ
中村正義 風景と仏画展 1989年４月６日（木）─４月11日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ
中村正義作品展 1989年４月６日（木）─４月11日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン 封筒のみ
中部圏書芸代表作家 '89 六樹展 1989年４月20日（木）─４月25日（火） 丸栄スカイル８階画廊
江崎武男個展 春彩 1989年４月27日（木）─５月２日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン 封筒
尾崎チエ個展 1989年５月18日（木）─５月23日（火） 丸栄スカイル８階画廊
勝田幸男版画展 1989年５月25日（木）─５月30日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
京洛四季と富士 宇田裕彦展 1989年５月11日（木）─５月16日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
川合誠司 墨彩画展 1989年６月22日（木）─６月27日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
竹田邦夫 彫銀展 1989年６月８日（木）─６月13日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン 封筒
小泉智英近作展 逍遥詠 日本画 1989年７月12日（水）─７月18日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
近代から現代 彫刻名品展 1989年７月19日（水）─７月25日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第８回 花の木会絵画展 1989年７月27日（木）─８月１日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
京都市立芸大出身作家による 花と土と人 '89 展 1989年８月３日（木）─８月８日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第11回 十果会 洋画展 1989年８月10日（木）─８月15日（火） 丸栄スカイル８階画廊・特別画廊 封筒
志村ふくみと小桉会展 1989年８月31日（木）─９月５日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ
現代洋画小品展 1989年９月７日（木）─９月12日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
尾崎良二 油絵・素描展 1989年10月26日（木）─10月31日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン 封筒

1989年11月16日（木）─11月21日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
第２回 独歩会 1989年７月19日（水）─７月25日（火） 丸栄スカイル８階美術サロン
松本奉山水墨画展 1989年８月24日（木）─８月29日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
森緑翠・悌子 二人展 1989年９月14日（木）─９月19日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
八木祥光写真展 1989年９月14日（木）─９月19日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
有名日本画商10社による 日本画巨匠名品会 *1986年９月18日（木）─９月23日（火・祝） 丸栄スカイル８階画廊 目録、封筒
杉浦正美個展 感動を求めて 1989年10月５日（木）─10月10日（火・祝） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
墨の頌歌 書と画 于右任・穐月明 二人展 1989年９月28日（木）─10月３日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒

1989年10月12日（木）─10月17日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
豊橋丸栄開店15周年記念 十五人展 *1989年９月28日（木）─10月10日（火・祝） 豊橋丸栄７階美術画廊

*1989年10月12日（木）─10月17日（火） 丸栄スカイル８階画廊
花の旅 第四回 井上正弘写真展 *1989年10月12日（木）─10月17日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
クリフトン・カーフ木版画展 1989年10月19日（木）─10月24日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ
尾崎良二 油絵・素描展 1989年10月26日（木）─10月31日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒

1989年11月16日（木）─11月21日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
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第17回 新栄会展 1989年11月２日（木）─11月７日（火） 丸栄スカイル８階特別画廊
島田章三 新作展 1989年11月９日（木）─11月14日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第十二回社中展 小倉百人一首 麗光書展 1989年11月16日（木）─11月21日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン

JM201900014027（案内状綴り平成2.1～（日本橋高島屋美術部））
気鋭作家による 白と黒との協奏展 日本画 1990年１月18日（木）─１月23日（火） 東京日本橋髙島屋６階美術画廊
（月間予定表）日本橋髙島屋 美術展のご案内 vol. 31 1990年４月
（月間予定表）日本橋髙島屋 美術展のご案内 vol. 32 1990年５月
（月間予定表）日本橋髙島屋 美術展のご案内 vol. 33 1990年６月
（月間予定表）日本橋髙島屋 美術展のご案内 vol. 34 1990年７月
（月間予定表）日本橋髙島屋 美術展のご案内 vol. 45 1991年６月
（月間予定表）日本橋髙島屋 美術展のご案内 vol. 46 1991年７月
（月間予定表）日本橋髙島屋 美術展のご案内 vol. 47 1991年８月
（月間予定表）日本橋髙島屋 美術展のご案内 vol. 48 1991年９月
（月間予定表）日本橋髙島屋 美術展のご案内 vol. 49 1991年10月
（月間予定表）日本橋髙島屋 美術展のご案内 vol. 50 1991年11月
（月間予定表）日本橋髙島屋 美術展のご案内 vol. 51 1991年12月
（月間予定表）日本橋髙島屋 美術展のご案内 vol. 52 1992年１月
（月間予定表）日本橋髙島屋 美術展のご案内 vol. 53 1992年２月
（月間予定表）日本橋髙島屋 美術展のご案内 vol. 54 1992年３月
（月間予定表）日本橋髙島屋 美術展のご案内 vol. 55 1992年４月
（月間予定表）日本橋髙島屋 美術展のご案内 vol. 56 1992年５月
（月間予定表）日本橋髙島屋 美術展のご案内 vol. 57 1992年６月
（月間予定表）日本橋髙島屋 美術展のご案内 vol. 58 1992年７月
（月間予定表）日本橋髙島屋 美術展のご案内 vol. 59 1992年８月
（月間予定表）日本橋髙島屋 美術展のご案内 vol. 60 1992年９月
（月間予定表）日本橋髙島屋 美術展のご案内 vol. 61 1992年10月
（月間予定表）日本橋髙島屋 美術展のご案内 vol. 62 1992年11月
（月間予定表）日本橋髙島屋 美術展のご案内 vol. 63 1992年12月
（月間予定表）日本橋髙島屋 美術展のご案内 vol. 64 1993年１月
（月間予定表）日本橋髙島屋 美術展のご案内 vol. 65 1993年２月
（月間予定表）日本橋髙島屋 美術展のご案内 vol. 68 1993年５月
（月間予定表）日本橋髙島屋 美術展のご案内 vol. 69 1993年６月
（月間予定表）日本橋髙島屋 美術展のご案内 vol. 71 1993年８月
（月間予定表）日本橋髙島屋 美術展のご案内 vol. 72 1993年９月
（月間予定表）日本橋髙島屋 美術展のご案内 vol. 73 1993年10月
（月間予定表）日本橋髙島屋 美術展のご案内 vol. 74 1993年11月
（月間予定表）日本橋髙島屋 美術展のご案内 vol. 75 1993年12月
（月間予定表）日本橋髙島屋 美術展のご案内 vol. 76 1994年１月
（月間予定表）日本橋髙島屋 美術展のご案内 vol. 77 1994年２月
（月間予定表）日本橋髙島屋 美術展のご案内 vol. 78 1994年３月
（月間予定表）日本橋髙島屋 美術展のご案内 vol. 79 1994年４月
（月間予定表）日本橋髙島屋 美術展のご案内 vol. 80 1994年５月
（月間予定表）日本橋髙島屋 美術展のご案内 vol. 83 1994年８月
（月間予定表）日本橋髙島屋 美術展のご案内 vol. 85 1994年10月
（月間予定表）日本橋髙島屋 美術展のご案内 vol. 86 1994年11月
（月間予定表）日本橋髙島屋 美術展のご案内 vol. 87 1994年12月
（月間予定表）日本橋髙島屋 美術展のご案内 vol. 88 1995年１月
第８回 五月会彫刻展 1992年５月21日（木）─５月26日（火） 大阪なんば髙島屋６階美術画廊
悠久のロマン 
平山郁夫「仏教伝来」展 はるかな大地と時の流れを追い求めて

1994年８月25日（木）─９月６日（火） 東京日本橋髙島屋８階ホール

「ボヘミアン・グラス600年の輝き」展 1994年９月15日（木・祝）─10月４日（火） 東京日本橋髙島屋８階ホール 封筒
（月間予定表）日本橋髙島屋 美術展のご案内 vol. 92 1995年５月
（月間予定表）日本橋髙島屋 美術展のご案内 vol. 93 1995年６月
相笠昌義展《洋画》 1994年11月17日（木）─11月22日（火） 東京日本橋髙島屋６階美術画廊
書・漆芸・人形 京のみやび三人展 1995年１月３日（火）─７月10日（火） 京都四条髙島屋６階美術画廊 封筒、年賀状
火のエネルギー 鯉江良二展 1995年２月22日（水）─２月28日（火） 東京日本橋髙島屋６階美術画廊

1995年３月９日（木）─３月14日（火） 大阪なんば髙島屋６階美術画廊
（月間予定表）日本橋髙島屋 美術展のご案内 vol. 94 1995年７月
（月間予定表）日本橋髙島屋 美術展のご案内 vol. 95 1995年８月
小堤良一彫刻特集 1995年４月12日（水）─４月25日（火） 東京日本橋髙島屋６階美術サロン
染めの道を歩みはじめて 貝田孝江作品展 1995年９月７日（木）─９月12日（火） 東京日本橋髙島屋８階ギャラリー
峯田敏郎彫刻展 1996年１月18日（木）─１月23日（火） 東京日本橋髙島屋６階美術画廊

JM201900014028（案内状綴り平成2/1～平成3/5）
浄瑠璃人形を描く 大森運夫展 1990年１月４日（木）─１月９日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
四季の花鳥 今井守彦展 1990年１月10日（水）─１月16日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ
グループ濤 第三回展 1990年１月18日（木）─１月23日（火） 丸栄スカイル８階画廊
北欧在住25周年記念 中島由夫 北欧の太陽 油絵展 1990年１月25日（木）─１月30日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
戸田提山書展 自然への讚 1990年２月８日（木）─２月13日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第25回新春東書芸代表作家展 1990年２月15日（水）─２月20日（火） 丸栄スカイル８階画廊
井上公三展 シルクスクリーン 1990年３月１日（木）─３月６日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒

1990年３月15日（木）─３月20日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
林敬二個展 1990年３月８日（木）─３月13日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
崑ろん（小池重義） 硝子絵展 1990年３月21日（水・祝）─３月27日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン 封筒
第３回 独歩会 1990年３月15日（木）─３月20日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
巨匠・中堅・新鋭 現代日本画秀作展 内 覧 会：*1990年３月16日（金）・17日（土） 名古屋栄東急イン２階鶴・舞の間 価格表、封筒

一般公開：*1990年３月21日（水）─３月27日（火） 丸栄スカイル８階画廊
近代洋画100選展 1990年３月29日（木）─４月３日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ
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アメリカ現代版画展 1990年４月５日（木）─４月10日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ
アントニ・クラーヴェ版画展 1990年４月12日（木）─４月17日（火） 丸栄スカイル８階画廊
須田寿展 1990年５月10日（木）─５月15日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
岡野博展 1990年５月17日（木）─５月22日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
鬼頭鍋三郎 全版画展 1990年６月14日（木）─６月19日（火） 丸栄スカイル８階画廊
新美術中部会員小品展 1990年６月14日（木）─６月19日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
第37回 新美術展 1990年６月14日（木）─６月20日（水） 愛知県美術館
中部圏書藝代表作家 '90 六樹展 1990年７月18日（水）─７月24日（火） 丸栄スカイル８階画廊
京都市立芸大出身作家による 花と土と人 '90展 1990年８月９日（木）─８月14日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
山口華楊作品展 1990年７月４日（水）─７月10日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒

1990年７月18日（水）─７月24日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
自然を描く情熱の国画家 李轂摩展 1990年８月23日（木）─８月28日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第12回 十果会 洋画展 1990年８月30日（木）─９月４日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
安徳義洋素描展 1990年９月６日（木）─９月11日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
立松脩スケッチ３様展 1990年９月６日（木）─９月11日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
有名作家陶額展 1990年９月６日（木）─９月11日（火） 丸栄スカイル８階プチギャラリー
有名日本画商10社による 日本画巨匠名品会 1990年９月20日（木）─９月25日（火） 丸栄スカイル８階画廊 目録、封筒
浅井道次・奥田操 ガラス絵２人展 1990年10月４日（木）─10月９日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
高橋啓三 漆彩画展 1990年10月10日（水・祝）─10月16日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
現代アメリカ美術の俊英 ジェームス・リジィ リトグラフ展 1990年10月４日（木）─10月９日（火） 丸栄スカイル８階プチギャラリー
福井正郎 木版画展 1990年10月18日（木）─10月23日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
中村正義 風景画展 1990年10月18日（木）─10月23日（火） 丸栄スカイル８階画廊
第８回 八洸会展 1990年11月１日（水）─11月６日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ

1990年11月15日（木）─11月19日（月） 豊橋丸栄７階美術画廊
油彩五人展 1990年11月８日（木）─11月13日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン 封筒
第18回 新栄会展 1990年12月５日（水）─12月10日（月） 丸栄スカイル８階特別画廊
ボストン美術館所蔵版木による 浮世絵版画展 1990年12月５日（水）─12月10日（月） 丸栄スカイル８階画廊
絵画・工芸品 歳末特別奉仕会 1990年12月11日（火）─12月13日（木） 丸栄スカイル８階画廊
第26回 新春東書芸代表作家展 1991年１月10日（木）─１月15日（火・祝） 丸栄スカイル８階画廊 目録
グループ濤 第四回展 1991年１月17日（木）─１月22日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
春をいざなうストール 大口キミヨ作品展 1991年１月４日（金）─１月９日（水） 丸栄スカイル８階絵画サロン
第八回 源氏物語軸展 1991年１月４日（金）─１月９日（水） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ
日比野正明・由利子 陶二人展 1991年１月17日（木）─１月22日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
ニューヨーク＝東京＝名古屋巡回 斎藤吾郎個展 1991年２月13日（水）─２月19日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
メキシコに生きる画家 竹田鎮三郎展 1991年２月28日（木） ─３月５日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒、招待状のみ
ラモンコレクションによるメキシコ伝統民芸展 1991年２月28日（木） ─３月５日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
奥村土牛 荒川豊蔵 二人展 1978年３月18日（土）─３月23日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第４回 独歩会 1991年３月７日（木）─３月12日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
世界の水彩・デッサン展 *1990年４月21日（土）─４月26日（木） 丸栄スカイル８階画廊 目録（一部）
玄輝会絵画展 *1990年４月21日（土）─４月26日（木） 丸栄スカイル８階特別画廊 封筒
現代洋画の世界最高峰 ミロ油絵近作展 未公開作品による *1990年４月28日（土）─５月３日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
ピカソ ミロ 版画展 1991年１月31日（木）─２月５日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
森谷重夫展 1991年４月11日（木）─４月16日（火） 丸栄スカイル８階画廊 複写のみ
近代洋画100選展 1991年４月18日（木）─４月23日（火） 丸栄スカイル８階画廊 価格表、封筒
齋藤眞成展 墨彩変幻 1991年５月30日（木）─６月４日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
勝田幸男 粒画展 1991年５月16日（木）─５月21日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
サム・フランシス トム・ウェッセルマン 
アメリカ現代美術展

1991年５月23日（木）─５月28日（火） 丸栄スカイル８階画廊

第２回 巨匠・中堅・新鋭 現代日本画秀作展 内 覧 会：*1991年３月24日（日）・25日（月） 名古屋栄東急イン２階鶴・舞の間 挨拶、封筒
一般公開：*1991年３月28日（木）─４月２日（火） 丸栄スカイル８階画廊

物故作家美術展 書画・工芸秀作展 1993年８月12日（木）─８月16日（月） 丸栄スカイル８階画廊 封筒

JM201900014029（案内状綴り平成3.6/6～平成4.6/2）
（桑山賀行彫刻展） メモのみ（資料脱落）
（松島） メモのみ（資料脱落）
（古川F／原田H） メモのみ（資料脱落）
（4/16-21 石田武至彫刻展 図録のみ） メモのみ（資料脱落）
（4/23-28 辻村史朗展 図録のみ） メモのみ（資料脱落）
近代洋画100選展 1991年４月18日（木）─４月23日（火） 丸栄スカイル８階画廊
堂本印象 小品展 1991年６月13日（木）─６月18日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
新美術中部会員小品展 1991年６月20日（木）─６月25日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
第38回 新美術展 1991年６月18日（火）─６月23日（日） 愛知県美術館
花達を描く 舘内美智子作品展 1991年６月13日（木）─６月18日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
現代版画100選展 1991年７月３日（水）─７月９日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第16回 豊橋出身の日本画家による ちぎり会 1991年７月11日（木）─７月16日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊

1991年７月17日（水）─７月23日（火） 丸栄スカイル８階画廊
世界有名作家版画展 1991年７月17日（水）─７月30日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
成田環展 日本画 1991年８月22日（木）─８月26日（月） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
富士と安曇野を描く 服部保 小品展 1991年８月22日（木）─９月３日（火） 丸栄スカイル８階プチギャラリー
第13回 十果会洋画展 1991年８月29日（木）─９月３日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
墨の頌歌 書と画 于右任・穐月明 二人展 *1988年９月１日（木）─９月６日（火） 丸栄スカイル８階画廊
墨の頌歌 書と画 于右任・穐月明 二人展 1991年９月12日（木）─９月17日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒

1991年９月26日（木）─10月１日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
近代・現代 日本画秀作展 1991年９月19日（木）─９月24日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
日本画による小さな絵画展 1991年９月26日（木）─10月１日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
宮忠子 水墨画展 1991年10月３日（木）─10月９日（水） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
柴田賢治郎 油絵個展 1991年10月10日（木）─10月15日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
重要無形文化財保持者（人間国宝）志村ふくみと小桉会展 1991年10月17日（木）─10月22日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
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展覧会名等 会期等 会場 付属物等
村瀬玄之 漆芸展 1991年10月24日（木）─10月29日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒

1991年11月15日（金）─11月19日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
画集刊行記念 宮トオル展 1991年10月31日（木）─11月５日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
サロン・ドートンヌ会員記念 佐光亜紀子洋画展 1991年11月７日（木）─11月12日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
マリーニ、マンズー、グレコ イタリア巨匠彫刻家版画展 1991年11月14日（木）─11月26日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
内田英永ドローイング展 1991年11月14日（木）─11月19日（火） 丸栄スカイル８階プチギャラリー
画集刊行記念 官能の復権に挑む 佐々木豊展 1991年１月21日（木）─11月26日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
現代中国新鋭作家 秀作展 1991年12月４日（水）─12月10日（火） 丸栄スカイル８階プチギャラリー
中日新聞連載 加藤正音「輪中の砦」原画展 1991年12月４日（水）─12月10日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
迎春用 床飾り逸品展 1991年12月23日（月）─12月30日（月） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第九回新春展 であいの会 扇面への想い 平安朝のこころと美 1992年１月４日（土）─１月８日（水） 丸栄スカイル８階画廊 封筒、目録
森陶岳の食器 1992年１月９日（木）─１月14日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒

1992年１月23日（木）─１月28日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
第27回 新春東書芸代表作家展 1992年１月15日（火）─１月20日（月） 丸栄スカイル８階画廊 目録
物故作家美術展 書画・工芸秀作一〇〇選 1992年１月23日（木）─１月28日（火） 丸栄スカイル８階画廊
中島由夫 北欧の太陽 作品展 1992年１月30日（木）─２月４日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン・プチ

ギャラリー
グループ濤 第五回展 1992年１月30日（木）─２月４日（火） 丸栄スカイル８階画廊
東山魁夷 版画展 1992年２月６日（木）─２月11日（火） 丸栄スカイル８階画廊

1992年２月20日（木）─２月25日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
横地洋司展 1992年２月13日（木）─２月18日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
樽見盛衛 油絵展 1992年２月27日（木）─３月３日（火） 丸栄スカイル８階画廊
竹内一（葉生） 油絵・水墨作品展 1992年３月12日（木）─３月17日（火） 丸栄スカイル８階画廊
第５回 独歩会 1992年３月５日（木）─３月10日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
軸装による 近代の詩・歌・句展 1992年３月19日（木）─３月24日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第９回 八洸会展 1992年３月26日（木）─３月31日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒

1992年４月29日（水）─５月５日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
巨匠・中堅・新鋭 現代日本画秀作展 内 覧 会：*1992年３月26日（木）・３月27日（金） 名古屋栄東急イン２階鶴・舞の間 封筒

一般公開：*1992年４月２日（木）─４月７日（木） 丸栄スカイル８階画廊
久田重義作陶展 1992年４月９日（木）─４月14日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
現代中国を代表する山水画の巨匠 宋文治 新作展 1992年４月29日（水）─５月５日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
山内一生とその一門展 1992年５月７日（木）─５月12日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
大分花篭展 1992年５月７日（木）─５月12日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
勝田幸男 粒画展 1992年５月14日（木）─５月19日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
京都 愛染工房展 1992年５月14日（木）─５月19日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
第７回 小林貢 宙吹きガラス作品展 1992年５月14日（木）─５月19日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第23回東海伝統工芸展 1992年５月14日（木）─５月19日（火） 丸栄スカイル８階催場 封筒
舩木研兒 陶板展 1992年５月28日（木）─６月２日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
星野優子 トンボ玉展 1992年５月21日（木）─５月26日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
ヨーロッパ・日本の有名作家版画展 1992年５月21日（木）─５月26日（火） 丸栄スカイル８階画廊
近代洋画200選展 1992年４月９日（木）─４月14日（火） 丸栄スカイル８階催場 封筒、価格表

JM201900014030（案内状綴り平成4.5/21～11/24）
山内一生とその一門展 1992年５月７日（木）─５月12日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
中国民族美術展 1992年５月21日（木）─５月26日（火） 丸栄スカイル８階催場 封筒
山村博男展 1992年５月28日（木）─６月２日（火） 丸栄スカイル８階画廊 価格表、封筒のみ
高橋滋木彫レリーフ展 顔シリーズ 1992年６月４日（木）─６月９日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
江副行昭とその一門展 1992年６月４日（木）─６月９日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
有田白磁の俊英 奥川俊右衛門作陶展 1992年６月４日（木）─６月９日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
SPAIN アンティーク家具と民具展 1992年６月11日（木）─６月16日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
舩木研兒・陶版展 1992年５月28日（木）─６月２日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
メキシコ水彩画美術館招待 日本人画家水彩画帰国展 1992年６月11日（木）─６月16日（火） 丸栄スカイル８階画廊
新美術中部会員小品展 1992年６月18日（木）─６月23日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
第39回 新美術展 1992年６月16日（火）─６月21日（日） 愛知県美術館
篠田義一作陶展 1992年６月18日（木）─６月23日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
田代一郎創作ステンドグラス展 *1992年６月18日（木）─６月23日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
現代日本画の俊英 烏頭尾精展 *1992年６月18日（木）─６月23日（火） 丸栄スカイル８階催場 招待券のみ
明治・大正・昭和 くらしのうつわ展 1992年６月25日（木）─６月30日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
セラミックアートインテリア小物特集セール 1992年６月25日（木）─６月30日（火） 丸栄スカイル８階特設会場 価格表、封筒のみ
尾崎良二 油絵・素描展 1992年７月１日（水）─７月７日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ

1992年７月15日（水）─７月21日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
19世紀から20世紀初頭の 西洋美術展 1992年７月８日（水）─７月14日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
花と花入の出合い展 季節の床飾り 1992年６月25日（木）─６月30日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
京都市立芸大出身作家による 花と土と人 '92展 1992年８月６日（木）─８月11日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
大橋桃之輔 陶芸展 1992年７月15日（水）─７月21日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第17回 豊橋出身の日本画家による ちぎり会 *1992年７月９日（水）─７月14日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊

*1992年７月22日（水）─７月28日（火） 丸栄スカイル８階画廊
森緑翠個展 ３月11日（土）─３月16日（木） 丸栄５階画廊
安齋蒼慶 藍・型染展 鯨を染める 1992年７月１日（水）─７月７日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
黒柳弘行・水彩画展 1992年７月８日（水）─７月14日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
第11回 花の木会 絵画展 1992年７月30日（木）─８月４日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
齋藤真成展 *1992年８月８日（土）─８月13日（木） 丸栄スカイル８階画廊
「大和古寺」吉田善彦素描展 *1992年８月22日（土）─８月27日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
佐渡山安正 河童百態陶芸展 *1992年８月22日（土）─８月27日（木） 丸栄スカイル８階工芸サロン
東洋染織展 1992年７月15日（水）─７月21日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
華麗な絵付けと細密な文様 薩摩錦手逸品展 1992年７月22日（水）─７月28日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
加藤裕 書展 1992年７月30日（木）─８月４日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
'92「私が私のスタイルです」展 1992年７月30日（木）─８月４日（火） 丸栄スカイル８階催場



104

展覧会名等 会期等 会場 付属物等
世界有名作家版画展 1992年７月15日（水）─７月28日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
きらめくガラスの光 現代ガラス工芸・ランプ展 1992年８月13日（木）─８月18日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
物故作家美術展 書画秀作選 1992年８月13日（木）─８月18日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
佐藤萬里子 エマイユ作品展 1992年８月20日（木）─８月25日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
美術稀覯本展示即売会 1992年８月20日（木）─８月25日（火） 丸栄スカイル８階画廊
広瀬典丈・さちよ作陶展 1992年８月28日（金）─９月１日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
加藤美土里 陶展 1992年９月３日（木）─９月８日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
第14回 十果会 洋画展 1992年８月28日（金）─９月１日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
アメリカン・アート スクール・オブ・ニューヨーク展 1992年９月３日（木）─９月８日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
具象の熱きかたち 現代彫刻４人展 1992年10月15日（木）─10月20日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ
龍村美術織物展 1992年10月15日（木）─10月20日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
福井正郎 木版画展 1992年10月22日（木）─10月27日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
第29回 圭人社展 桐塑人形 1992年10月22日（木）─10月27日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
杉山惣二小品展 暦 OCT '92 テラコッタの世界 1992年10月15日（木）─10月20日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
南木曾ろくろ師 小椋栄一 木工芸展 1992年11月19日（木）─11月24日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
ヨーロッパ有名作家版画展 1992年10月29日（木）─11月３日（木） 丸栄スカイル８階絵画サロン
須田剋太 秀作展 1992年10月22日（木）─10月27日（火） 丸栄スカイル８階画廊

1992年11月５日（木）─11月10日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
田中重希 木芸展 1992年９月10日（木）─９月15日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ
渥美をかく part 1 同家珍彦個展 1992年８月27日（木）─９月１日（火） 紀伊國屋画廊 封筒

1992年９月17日（木）─９月22日（火） 丸栄スカイル８階画廊
1992年10月１日（木）─10月６日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊

博多人形師 戸畑茂四郎作品展 1992年９月10日（木）─９月15日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
川上金一 作陶展 1992年９月17日（木）─９月22日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
博多人形師 中村信喬作「古典束帯雛」特別頒布 チラシ
近代・現代 日本画秀作展 1992年９月23日（水）─９月29日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
メキシコ在住 竹田邦夫 彫銀展 1992年10月８日（木）─10月13日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
久保田裕 油絵展 1992年10月１日（木）─10月６日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
前田清子 草木染絞り展 1992年10月１日（木）─10月６日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン 封筒
森正 陶展 1992年10月８日（木）─10月13日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ
笹山忠保展 1992年10月29日（木）─11月３日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
川村秀樹 セラミックワーク展 1992年11月５日（木）─11月10日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
筒井明 油絵展 1992年11月５日（木）─11月10日（火） 丸栄スカイル８階画廊
中上良子 エマイユ作品展 1992年11月12日（木）─11月17日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
寺田栄次郎 油絵展 1992年11月12日（木）─11月17日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第20回 新栄会展 1992年11月12日（木）─11月17日（火） 丸栄スカイル８階特別画廊
名倉鳳山・利幸 硯展 1992年11月19日（木）─11月24日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒

1992年12月２日（水）─12月８日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
加藤令吉 陶展 1992年11月26日（木）─12月１日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒

JM201900014031（案内状綴り平成4.11～H5.6.8）
山田和 陶展 1992年11月19日（木）─11月24日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊 封筒

1992年12月２日（水）─12月７日（月） 丸栄スカイル８階画廊
第29回 手織工芸 絲音会展 1992年11月25日（木）─12月１日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
井上公三展 1992年12月８日（火）─12月13日（日） 丸栄スカイル８階画廊 封筒

1993年１月13日（水）─１月19日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
第27回 羽柴良一陶展 1992年12月２日（水）─12月７日（月） 丸栄スカイル８階工芸サロン
平成４年度 年末助け合い 茶掛秀作展 1992年12月18日（金）─12月20日（日） 丸栄スカイル８階画廊
みはなだ 第８回染色展 1992年12月８日（火）─12月13日（日） 丸栄スカイル８階工芸サロン
世界有名作家版画展 1992年12月８日（火）─12月22日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
迎春用うつわ展 1992年12月14日（月）─12月20日（日） 丸栄スカイル８階工芸サロン
歳末助け合い・社会福祉のための 寄贈書画工芸作品即売展 1992年12月17日（木）・18日（金） 丸栄スカイル８階催場、画廊
物故作家による軸装展 1992年12月21日（月）─12月25日（金） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
迎春用床飾り逸品展 1992年12月26日（土）─12月30日（水） 丸栄スカイル８階画廊
第十回であいの回新春展 和漢 書と大和絵展 1993年１月４日（月）─１月12日（火） 丸栄スカイル８階画廊
筑前博多 雛人形展 1993年１月６日（水）─１月12日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
第39回 さわらび会人形展 1993年１月21日（木）─１月26日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
第28回 新春東書芸代表作家展 1993年１月14日（木）─１月19日（火） 丸栄スカイル８階画廊 目録
中山直樹木版画展 大和路を巡って 1993年１月14日（木）─１月19日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
美術品宝利出し市 1993年１月21日（木）─１月26日（火） 丸栄スカイル８階催場 封筒
物故作家美術展 書画・工芸秀作展 1993年１月21日（木）─１月26日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
ダイエットする芸術 '93展 
それぞれの素材によるそれぞれの表現

1993年２月４日（木）─２月９日（火） 丸栄スカイル８階画廊

染付によるうつわと陶びな 大野淳一・寿恵 二人展 1993年２月４日（木）─２月９日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
会社設立50周年記念 近代日本画・洋画名品展 1993年３月４日（木）─３月９日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
会社設立50周年記念 加藤唐九郎名盌20選展 1993年３月４日（木）─３月16日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
瑞浪陶芸会 登り窯展 1993年３月４日（水）─３月９日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
Group Exhibition "DOPPO-KAI" volume. 6 1993 1993年３月18日（木）─３月24日（水） 丸栄スカイル８階絵画サロン 封筒のみ
瀬戸クラフト協会新作展 1993年３月11日（木）─３月16日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
「こころは赤絵の中に」出版記念 斎藤吾朗個展 1993年３月18日（木）─３月24日（水） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
ジョルジュ・ルオー版画展 1993年３月25日（木）─３月30日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
近代日本の大茶人 益田鈍翁展 1993年３月25日（木）─３月30日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第３回 崑ろん（小池重義）硝子絵展 1993年３月25日（木）─３月30日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
４月の美術催しご案内 *1993年４月
第４回 巨匠・中堅・新鋭 現代日本画秀作展 内 覧 会：1993年３月25日（木）・26日（金） 名古屋栄東急イン２階鶴・舞の間

一般公開：1993年４月１日（木）─４月６日（火） 丸栄スカイル８階美術画廊
螺鈿工芸 服部順一展 1993年４月１日（木）─４月６日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン

1993年４月15日（木）─４月20日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
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展覧会名等 会期等 会場 付属物等
加賀美勣個展 1993年４月８日（木）─４月13日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
東山魁夷「雪月花」展 1993年４月15日（木）─４月20日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第３回 木彫漆芸 篠原傑展 1993年４月15日（木）─４月20日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
近代・現代 洋画200選展 1993年４月22日（木）─４月27日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
古代オリエント・地中海美術展 1993年４月29日（木）─５月４日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
高橋佐門 作陶展 1993年４月29日（木）─５月４日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
「墨の花画集」出版記念 杉山律夫原画展 1993年４月29日（木）─５月４日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
美の系譜 上村松園・松篁・淳之展 *1993年４月29日（木）─５月10日（月） 丸栄本館８階大催場 チラシのみ
第８回 小林貢 宙吹きガラス作品展 1993年５月５日（金）─５月10日（月） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
郷土の竹芸作家展 1993年５月５日（金）─５月10日（月） 丸栄スカイル８階画廊
服部保個展 1993年５月20日（木）─５月25日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
中嶋登茂美 彫刻展 安らぎの詩・とわの子供たち 1993年５月20日（木）─５月25日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
塚本満 作陶展 1993年５月27日（木）─６月１日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
富嶽と秀峰 国府克作品展 1993年５月27日（木）─６月１日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
大分花篭展 1993年５月27日（木）─６月１日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
第24回 東海伝統工芸展 1993年５月20日（木）─５月25日（火） 丸栄スカイル８階催場 封筒
第５回 飯田眞人 作陶展 1993年６月３日（木）─６月８日（火） 丸栄スカイル８階 工芸サロン
５月の美術催しご案内 *1993年５月
信州高遠ガラス 熔壌二代襲名展 江副行昭・江口智子 1993年６月３日（木）─６月８日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
舘内美智子個展 油絵・カプロン画の花達 1993年６月３日（木）─６月８日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン

JM201900014032（案内状綴り平成5.6～9）
６月の美術催しご案内 *1993年６月
各務周海 作陶展 1993年６月３日（木）─６月８日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
藤森兼明 油絵展 1993年６月10日（木）─６月15日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
勝田幸男 粒画展 1993年６月10日（木）─６月15日（火） 丸栄スカイル８階画廊
明治・大正・昭和 くらしのうつわ展 1993年６月10日（木）─６月15日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
第６回 松岡日出雄 木工展 1993年６月17日（木）─６月22日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒

1993年７月14日（水）─７月20日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
鯉江廣 作陶展 1993年６月17日（木）─６月22日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
新美術中部選抜小品展 1993年６月17日（木）─６月22日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
イメージを造形する 島田章三展 1993年６月17日（木）─６月22日（火） 丸栄スカイル８階催場 封筒
加藤嘉明 陶展 1993年６月24日（木）─６月29日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
有田白磁の俊英 奥川俊右衞門作陶展 1993年６月24日（木）─６月29日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
大島哲以展 1993年６月24日（木）─６月29日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
田渕俊夫 版画展 1993年６月30日（水）─７月７日（水） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
田渕俊夫「暑中見舞」原画展 1993年６月30日（水）─７月７日（水） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
星野優子 トンボ玉の世界 花にあそぶ 1993年６月30日（水）─７月７日（水） 丸栄スカイル８階工芸サロン
田渕俊夫 オリジナルリトグラフポートフォリオ「円窓三題」 チラシ
田渕俊夫 オリジナルリトグラフ 『旅の窓から』VIII-II、「萌える」
Edinburgh June 1991

チラシ

７月の美術催しご案内 *1993年７月
吉川正道 陶展 1993年７月８日（木）─７月13日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ

1993年７月21日（水）─７月27日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
八木祥光 写真展 1993年７月８日（木）─７月13日（火） 丸栄スカイル８階画廊

1993年８月12日（木）─８月17日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
黒柳弘行 水彩画展 1993年７月８日（木）─７月13日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
旧紀州藩徳川家御用窯 瑞芝焼五代 阪上節介 喜寿記念作陶展 1993年７月８日（木）─７月13日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン 封筒
華麗な絵付と細密な文様 里帰り 薩摩錦手逸品展 1993年７月14日（水）─７月20日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
近代・現代 日本画秀作展 1993年７月14日（水）─７月20日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
世界有名作家版画展 1993年７月14日（水）─７月27日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
鈴木八郎 作陶展 1993年７月21日（水）─７月27日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
草間彌生展 1993年７月21日（水）─７月27日（火） 丸栄スカイル８階画廊
きらめくガラスの光 現代ガラス工芸・ランプ展 1993年７月21日（水）─７月27日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
伊藤髟耳 小品展 1993年７月29日（木）─８月３日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第18回 豊橋出身の日本画家による ちぎり会 *1993年７月７日（水）─７月13日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊

*1993年７月29日（木）─８月３日（火） 丸栄スカイル８階画廊
東洋染織展 1993年７月29日（木）─８月３日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
８月の美術催しご案内 *1993年８月
京都市立芸大出身作家による 花と土と人 '93展 1993年８月５日（木）─８月10日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
ピカソ陶器展 1993年８月５日（木）─８月10日（火） 丸栄スカイル８階画廊
物故作家美術展 書画・工芸秀作選 1993年８月12日（木）─８月16日（月） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
本庄基晃 墨彩仏画展 併催 仏像いろいろ 1993年８月12日（木）─８月16日（月） 丸栄スカイル８階工芸サロン
加藤典子 エマイユ作品展 1993年８月19日（木）─８月24日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
現代の視覚 '93展 1993年８月12日（木）─８月16日（月） 丸栄スカイル８階催場 封筒
美術品宝利出し市 1993年８月19日（木）─８月24日（火） 丸栄スカイル８階催場
大島哲以展 1993年６月24日（木）─６月29日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第15回 十果会 洋画展 1993年８月26日（木）─８月31日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
９月の美術催しご案内 *1993年９月
田畑博民 陶展 1993年９月２日（木）─９月７日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒

1993年９月15日（水）─９月21日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
龍村美術織物展 1993年９月２日（木）─９月７日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
ミロ版画展 1993年９月２日（木）─９月７日（火） 丸栄スカイル８階画廊
加藤清之展 1993年９月９日（木）─９月14日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ
美術稀覯本展示即売会 1993年９月９日（木）─９月14日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
三谷慎 レリーフ展 1993年９月９日（木）─９月14日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
柏栄会 陶磁展 1993年９月15日（水）─９月21日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
荒川豊蔵逸品展 1993年９月23日（木）─９月28日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒、招待券
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展覧会名等 会期等 会場 付属物等
生誕百年─荒川豊蔵展 1993年９月23日（木）─10月５日（火） 丸栄スカイル８階催場 封筒
岡野博 油絵展 1993年９月23日（木）─９月28日（火） 丸栄スカイル８階画廊
志ら玉・笑庵 柴山利彌 雅陶展 1993年８月19日（木）─８月24日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
秋を活ける 壷と花入の古美術展 1993年９月23日（木）─９月28日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
重要無形文化財保持者 志村ふくみ作品展 1993年９月30日（木）─10月５日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
中島勝乃利 作陶展 1993年９月30日（木）─10月５日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン

JM201900014033（案内状綴りH5.10～H6.3）
10月の美術催しご案内 *1993年10月
７人の彫刻 '93展 1993年10月７日（木）─10月12日（火） 丸栄スカイル８階画廊
メキシコ在住 竹田邦夫彫銀展 1993年10月７日（木）─10月12日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
第30回 桐塑人形 圭人社展 1993年10月14日（木）─10月19日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
白描水墨画の世界 平川敏夫展 1993年10月14日（木）─10月19日（火） 丸栄スカイル８階画廊

1993年10月28日（木）─11月２日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
土屋豊 鍛金作品展 1993年10月21日（木）─10月26日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
絢爛の密教美術 曼陀羅展 1993年10月21日（木）─10月26日（火） 丸栄スカイル８階特設会場
愛知県出身ブラジル在住画家 丹羽司郎・近藤敏 油絵二人展 1993年10月21日（木）─10月26日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン 封筒
加藤梅香書作展 1993年10月28日（木）─11月２日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
ヒロ・ヤマガタ大アート展 1993年10月28日（木）─11月２日（火） 丸栄スカイル８階催場 封筒、リーフレット
川上金一作陶展 1993年10月28日（木）─11月２日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
11月の美術催しご案内 *1993年11月
加藤卓男展 シルクロードの光と彩 1993年11月３日（水）─11月９日（火） 丸栄スカイル８階画廊
中上良子エマイユ作品展 1993年11月３日（水）─11月９日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
井上 武 陶展 1993年11月11日（木）─11月15日（月） 丸栄スカイル８階工芸サロン
翔栄会 内 覧 会：1993年11月15日（月） 名古屋栄東急イン２階鶴・舞の間 封筒、内覧会案内状

一般公開：1993年11月18日（木）─11月23日（火） 丸栄スカイル８階画廊
輝栄会 内 覧 会：1993年11月15日（月） 名古屋栄東急イン２階鶴・舞の間 封筒、内覧会案内状

一般公開：1993年11月25日（木）─11月30日（火） 丸栄スカイル８階画廊
寿栄会 内 覧 会：1993年11月15日（月） 名古屋栄東急イン２階鶴・舞の間 封筒、内覧会案内状

一般公開：1993年12月１日（水）─12月７日（火） 丸栄スカイル８階画廊
白寿を祝う 小倉遊亀 書展 内 覧 会：1993年11月15日（月） 名古屋栄東急イン２階鶴・舞の間 封筒、内覧会案内状

一般公開：1993年12月１日（水）─12月７日（火） 丸栄スカイル８階画廊
第30回 手織工芸 絲音会展 1993年11月18日（木）─11月23日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
1993 「ル・フィル」刺しゅう作品展 1993年11月25日（木）─11月30日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
第28回 羽紫良一 陶展 1993年12月１日（水）─12月７日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
12月の美術催しご案内 *1993年12月
クリフトン・カーフ木版画展 1993年12月８日（水）─12月13日（月） 丸栄スカイル８階画廊 封筒

1993年12月15日（水）─12月21日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
大嶋久興 作陶展 1993年12月８日（水）─12月13日（月） 丸栄スカイル８階工芸サロン
森陶岳 食器展 1993年12月８日（水）─12月13日（月） 丸栄スカイル８階画廊
年末助け合い 陶芸作家秀作展 茶碗・ぐい呑・皿 1993年12月14日（火）─12月16日（木） 丸栄スカイル８階画廊
年末助け合い 茶掛秀作展 高僧・茶道家元寄贈 1993年12月15日（水）・16日（木） 丸栄スカイル８階画廊
迎春用うつわ展 1993年12月14日（火）─12月21日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
東海テレビ 愛の鈴 年末助け合い 第14回 東海美術作家即売展 1993年12月19日（日）・20日（月） 丸栄スカイル８階催場
第１回 燦々会 日本画展 阿部任宏・楚里 清・高島弘紹 1993年12月18日（土）─12月23日（木） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
１月の美術催しご案内 *1994年１月
迎春用床飾り逸品展 1993年12月24日（金）─12月30日（木） 丸栄スカイル８階画廊
村瀬玄之 棗 半百展 1994年１月４日（火）─１月11日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒

1994年１月27日（木）─２月１日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
第11回 「であいの会 新春展」 空海の世界 日本文化の開花 1994年１月13日（木）─１月18日（火） 丸栄スカイル８階画廊 目録
筑前博多 雛人形展 1994年１月13日（木）─１月18日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
第29回 新春東書芸代表作家展 1994年１月20日（木）─１月25日（火） 丸栄スカイル８階画廊 目録
第40回 さわらび会 人形展 1994年１月20日（木）─１月25日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
伊藤忠義 遺作展 1994年１月27日（木）─２月１日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
中山直樹 木版画展 1994年１月27日（木）─２月１日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
宮山広明 銅版画展 1994年１月27日（木）─２月１日（火） 丸栄スカイル８階画廊
２月の美術催しご案内 *1994年２月
染付によるうつわと陶びな 大野淳一・寿恵 二人展 1994年２月３日（木）─２月８日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
物故作家美術展 1994年２月３日（木）─２月８日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
美術品宝利出し市 1994年２月３日（木）─２月８日（火） 丸栄スカイル８階催場 封筒
物故作家美術展 1994年２月３日（木）─２月８日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
瑞浪陶芸会展 1994年２月10日（木）─２月15日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
スウェーデン在住30周年記念 中島由夫 北欧の太陽 油絵展 1994年２月10日（木）─２月15日（火） 丸栄スカイル８階画廊
佐々木経二 日本画展 1994年２月17日（木）─２月22日（火） 丸栄スカイル８階画廊
古代エジプト美術展 1994年２月24日（木）─３月１日（火） 丸栄スカイル８階画廊
世界の染と織物 1994年２月24日（木）─３月８日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
３月の美術催しご案内 *1994年３月
近代日本画・洋画名品展 併催 近代工芸巨匠名品展 1994年３月３日（木）─３月８日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
弥生の陶宴 1994年３月10日（木）─３月15日（木） 丸栄スカイル８階工芸サロン
桑山賀行彫刻展 1994年３月10日（木）─３月15日（木） 丸栄スカイル８階画廊
山口剛生展（油絵、水彩、パステル） 1994年３月10日（木）─３月15日（木） 丸栄スカイル８階画廊
江戸情緒と大正ロマン 木村荘八展 1994年３月17日（木）─３月23日（水） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
螺鈿工芸 服部順一展 1994年３月17日（木）─３月23日（水） 丸栄スカイル８階工芸サロン

1994年３月30日（水）─４月５日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
田代一郎創作ステンドグラス展 1992年６月18日（木）─６月23日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
浮遊者たちの肖像 宮垣保之個展 1994年５月19日（木）─５月24日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
第３回 飯田陽子 染付アクセサリー展 1995年５月31日（水）─６月６日（火） ９階特設会場
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JM201900014034（案内状綴りH6.3～H6.10）
渥美をかくPart2 道家珍彦個展 1994年３月24日（木）─３月29日（火） 丸栄スカイル８階画廊
勝田幸男 粒画展 1994年７月６日（水）─７月12日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
きらめくガラスの光 現代ガラス工芸ランプ展 1994年７月６日（水）─７月12日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
森悌子 銅版画展 1994年３月24日（木）─３月29日（火） 丸栄スカイル８階画廊

1994年３月10日（木）─３月15日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
小寺礼三 やまと絵展 扇面法華経下絵模写 1994年３月31日（木）─４月５日（火） 丸栄スカイル８階画廊
戸島一彦 作陶展 1994年３月31日（木）─４月５日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
４月の美術催しご案内 *1994年４月
光の音 村明峰・美令由 父娘展 1994年４月７日（木）─４月12日（火） 丸栄スカイル８階画廊
武村豊徳 作陶展 1994年４月７日（木）─４月12日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
吉岡弘昭 版画展 1994年４月７日（木）─４月12日（火） 丸栄スカイル８階画廊
第９回 小林貢 宙吹きガラス作品展 1994年４月14日（木）─４月19日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
小磯良平 版画展 1994年４月14日（木）─４月19日（火） 丸栄スカイル８階画廊
中国・東南アジア古陶磁展 1994年４月14日（木）─４月19日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
有田白磁の俊英 奥川俊右衛門作陶展 1994年４月21日（木）─４月26日（日） 丸栄スカイル８階工芸サロン
洋画200選展 1994年４月21日（木）─４月26日（日） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
日本画秀作展 内 覧 会：1994年４月21日（木）・22日（金） 名古屋栄東横イン２階鶴間の間 封筒

一般公開：1994年４月28日（木）─５月３日（火） 丸栄スカイル８階画廊
５月の美術催しご案内 *1994年５月
玻璃茶碗と書 浅井愼平展 1994年５月４日（水）─５月９日（月） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
くらしのうつわ展 1994年５月４日（水）─５月９日（月） 丸栄スカイル８階工芸サロン
大分花篭展 1994年５月12日（木）─５月17日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
加藤良造 山崎眞二 日本画２人展 1994年５月12日（木）─５月17日（火） 丸栄スカイル８階画廊
備前 藤原和展 1994年５月12日（木）─５月17日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
京都・西陣 愛染工房展 1994年５月19日（木）─５月24日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
浮遊者たちの肖像 宮垣保之 個展 1994年５月19日（木）─５月24日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
有粼・冝稲・門水 三画人展 1994年５月26日（木）─５月31日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
東海伝統工芸展25周年記念展 1994年５月19日（木）─５月24日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第25回 東海伝統工芸展 1994年５月19日（木）─５月24日（火） 丸栄スカイル８階催場 封筒
華麗な絵付けと細密な模様 薩摩錦手逸品展 1994年５月26日（木）─５月26日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
第一回 図南の会 加藤厚・橘泰司・塚本敏清 1994年５月26日（木）─５月26日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
６月の美術催しご案内 *1994年６月
夢ひろがる窯変の美  '94 江口智子 手吹ガラス展 1994年６月２日（木）─６月７日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
江副行昭 新作個展 ガラスに映る窯変の美 1994年６月２日（木）─６月７日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
バレリーナを描く 田家阿希雄パステル画展 1994年６月２日（木）─６月７日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
18世紀から20世紀初頭の西洋美術展 1994年６月９日（木）─６月14日（火） 丸栄スカイル８階画廊
日本の民窯シリーズ 笠間と益子のやきもの展 1994年６月２日（木）─６月７日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
田代一郎 創作ステンドグラス展 1994年６月９日（木）─６月14日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
メキシコとともに30年 伊藤高義 油絵展 1994年６月16日（木）─６月21日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
韓国・スペインのアンティーク家具と民具展 1994年６月16日（木）─６月21日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
加藤令吉 陶展 1994年６月22日（水）─６月28日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
星野優子 トンボ玉の世界 古代への誘い 1994年６月22日（水）─６月28日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
須田剋太展 1994年６月29日（水）─７月５日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒

1994年７月13日（水）─７月19日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
安齋蒼慶 藍・型染展 1994年６月29日（水）─７月５日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
７月の美術催しご案内 *1994年７月
木下弘勝 日本画展 1994年７月６日（水）─７月12日（火） 丸栄スカイル８階画廊
久田重義 作陶展 1994年７月６日（水）─７月12日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
檸檬の会 日本画展 1994年３月17日（木）─３月22日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
吉良の荘（西尾市）在住の作家グループ 第13回 算人展 1994年３月24日（木）─３月29日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
田部井健二 作陶展 1994年７月13日（水）─７月19日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
尾崎良二 油絵・素描展 1994年７月13日（水）─７月19日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ

1994年７月27日（水）─８月２日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
黒柳弘行 水彩画展 1994年７月20日（水）─７月26日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
谷川仁 陶展 1994年７月20日（水）─７月26日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
ジュヌ・バーグ（洋画）展 1994年７月27日（水）─８月２日（火） 丸栄スカイル８階画廊・画廊
帯谷宗英 作陶展 1994年７月27日（水）─８月２日（火） 丸栄スカイル８階画廊
東洋染織展 1994年７月27日（水）─８月９日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
８月の美術催しご案内 *1994年８月
加藤裕 書展 1994年８月４日（木）─８月９日（火） 丸栄スカイル８階画廊
第12回 花の木会絵画展 1994年８月４日（木）─８月９日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第16回 十果会 洋画展 1994年８月18日（木）─８月23日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
江戸から現代 掛軸と屏風 日本画展 1994年８月11日（木）─８月16日（火） 丸栄スカイル８階催場 封筒のみ
軸装による郷土作家日本画展 1994年８月11日（木）─８月16日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ
広瀬典丈・さちよ 作陶展 1994年８月25日（木）─８月30日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
堀太郎 油絵展 1994年８月25日（木）─８月31日（水） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
９月の美術催しご案内 *1994年９月
墨の頌歌・書と画 于右任・穐月明 二人展 1994年９月１日（木）─９月６日（火） 丸栄スカイル８階画廊
伊豆蔵寿郎 作陶展 1994年８月31日（水）─９月６日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
祈りの画家 全和凰 油絵展 1994年９月８日（木）─９月13日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
龍村美術織物展 1994年９月８日（木）─９月13日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
長江重和展 1994年９月８日（木）─９月13日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
松田環 個展 1994年９月14日（水）─９月20日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
ブロンズ板の小宇宙 三谷慎レリーフ展 1994年９月14日（水）─９月20日（火） 丸栄スカイル８階画廊
川上金一 作陶展 1994年９月14日（水）─９月20日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
爽搖会展（日本画・洋画・水墨画） 1994年９月14日（水）─９月20日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
石川雅一・谷原博 陶と染二人展 1994年９月22日（木）─９月27日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
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近代・現代 日本画秀作展 1994年９月28日（水）─10月４日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
10月の美術催しご案内 *1994年10月
花の旅 井上正弘写真展 1994年10月５日（水）─10月11日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
傘壽記念 堀田翠堂 書展 1994年10月５日（水）─10月11日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
具象の熱きかたち 現代彫刻４人展 1992年10月15日（木）─10月20日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
（ポストカード）帯谷宗英「おびや青瓷琵琶型花器」 不明 ポストカード

JM201900014035（案内状綴り平成6.10～7.5）
10月の美術催しご案内 1994年10月
第四回 波光会 1993年８月26日（木）─８月31日（火） 松坂屋本店 南館６階美術画廊 封筒
竹田邦夫 彫銀展 1994年10月５日（水）─10月11日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
豊橋丸栄開店20周年記念 豊悠会展 1994年９月28日（火）─10月４日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊

1994年10月13日（木）─10月18日（火） 丸栄スカイル８階画廊
豊場惺也 作陶展 1994年10月13日（木）─10月18日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第31回 桐塑人形 圭人社展 1994年10月13日（木）─10月18日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
京都画壇による 今に甦る屏風展 1994年10月20日（木）─10月25日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
土屋 豊 鍛金作品展 1994年10月20日（木）─10月25日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
髙取焼宗家十二代 髙取八山茶陶展 1994年10月20日（木）─10月25日（火） 丸栄スカイル８階画廊
第四十回記念 金鱗会展 1994年10月26日（水）─11月１日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
加藤美土里 陶展 1994年10月26日（水）─11月１日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
福井正郎 木版画展 1994年10月26日（水）─11月１日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
11月の美術催しご案内 1994年11月
パリ個展・画集刊行記念 佐光亜紀子洋画展 1994年11月２日（水）─11月８日（火） 丸栄スカイル８階画廊
松尾とき・長谷川たづ子 エマイユ作品展 1994年11月２日（水）─11月８日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
白士会 武田昭 個展 1994年11月10日（木）─11月15日（火） 丸栄スカイル８階画廊
民芸を築いた作家たち 巨匠八人展 1994年11月17日（木）─11月29日（火） 丸栄スカイル８階画廊

1994年12月１日（木）─12月６日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
みはなだ 第９回染色展 1994年11月23日（水）─11月29日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
12月の美術催しご案内 1994年12月
洋画小品展 1994年11月30日（水）─12月12日（月） 丸栄スカイル８階絵画サロン
瀬古厚子 作陶展 1994年11月30日（水）─12月６日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン 封筒
高橋美則 墨彩画展 1994年12月７日（水）─12月12日（月） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
平成６年度年末助け合い 茶掛秀作展 高僧・茶道家元寄贈 1994年12月13日（火）─12月15日（木） 丸栄スカイル８階画廊・絵画サロン
平成６年度年末助け合い 陶芸作家秀作展 1994年12月13日（火）─12月15日（木） 丸栄スカイル８階画廊
第29回 羽柴良一陶展 1994年12月７日（水）─12月13日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
迎春用うつわ展 1994日12月14日（水）─12月20日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
第21回 新栄会展 1994年12月17日（土）─12月23日（金） 丸栄スカイル８階画廊
日本画家による 物故作家逸品展 1994年12月17日（土）─12月23日（金） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
１月の美術催しご案内 1995年１月
萬松寺絵馬堂落成記念 現代日本画絵馬展 1995年１月４日（水）─１月11日（水） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
藤井勘圿展 初芝居・四条河原の役者達 1995年１月４日（水）─１月11日（水） 丸栄スカイル８階絵画サロン
第12回であいの会新春展 書と大和絵展 平安へのいざない 1995年１月12日（木）─１月17日（火） 丸栄スカイル８階画廊
第41回 さわらび会人形展 1995年１月19日（木）─１月24日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
人間国宝 鈴木藏展 水指による 1995年１月19日（木）─１月24日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒

1995年１月26日（木）─１月31日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
第30回 新春東書芸代表作家展 1995年１月25日（水）─１月31日（火） 丸栄スカイル８階画廊
沙風のかたち アジアの大地に生きる 田村能里子展 1995年１月19日（木）─１月24日（火） 丸栄スカイル８階催場 封筒
岩崎朗子 織 展 1995年１月25日（水）─１月31日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
２月の美術催しご案内 1995年２月
新鋭作家 日本画四人展 1995年２月２日（木）─２月７日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
大自然の中の子供たち Barnai Natursn スウェーデン アンデス
中島 油絵展

1995年２月２日（木）─２月７日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン

染付のうつわと陶びな 大野淳一・寿恵 二人展 1995年２月２日（木）─２月７日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
書画・工芸品・民具 宝利出し市 1995年２月２日（木）─２月７日（火） 丸栄スカイル８階催場
茶道具逸品展 1995年２月２日（木）─２月７日（火） 丸栄スカイル８階画廊
版画集刊行記念 斎藤吾朗個展 1995年２月８日（水）─２月14日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第８回 独歩会展 1995年２月８日（水）─２月14日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
世界の染と織展 1995年２月８日（水）─２月21日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
オリエント古美術展 1995年２月16日（木）─２月21日（火） 丸栄スカイル８階画廊
95 春栄会日本画展 1995年２月16日（木）─２月21日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
瑞浪陶芸協会展 1995年２月23日（木）─２月28日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
３月の美術催しご案内 1995年３月
近代日本画・洋画名品展 1995年３月２日（木）─３月８日（水） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
近代工芸巨匠名品展 1995年３月２日（木）─３月８日（水） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
坂口紀良展 1995年３月９日（木）─３月14日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
坂口紀良ガラス絵展 1995年３月９日（木）─３月14日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン 封筒
陶の華 瀬戸クラフト協会６人展 1995年３月９日（木）─３月14日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
澁澤卿 作品展 1995年３月９日（木）─３月14日（火） 丸栄スカイル８階画廊
螺鈿工芸 服部順一展 1995年３月16日（木）─３月22日（水） 丸栄スカイル８階工芸サロン

1995年３月29日（水）─４月４日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
筒井明 追悼展 1995年３月16日（木）─３月22日（水） 丸栄スカイル８階画廊
吉良の荘（西尾市）在住の作家グループ 第14回 算人展 1995年３月23日（木）─３月29日（水） 丸栄スカイル８階工芸サロン
洋画200選展 1995年３月23日（木）─３月29日（水） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
４月の美術催しご案内 1995年４月
伊藤髟耳 日本画展 1995年３月30日（木）─４月４日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
現代陶芸作家酒器展 1995年３月30日（木）─４月４日（火） 丸栄スカイル８階画廊
伊藤節華 日本画展 1995年３月30日（木）─４月４日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
くらしのうつわ展 1995年３月30日（木）─４月４日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
寺田栄次郎個展 1995年４月６日（木）─４月12月（水） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
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展覧会名等 会期等 会場 付属物等
博多人形 中村信喬個展 1995年４月６日（木）─４月12月（水） 丸栄スカイル８階画廊
中国・東南アジア古陶磁展 1995年４月６日（木）─４月12月（水） 丸栄スカイル８階工芸サロン
日本画秀作展 内 覧 会：1995年４月６日（木）・７日（金） 名古屋栄東急イン２階鶴舞の間 封筒

一般公開：1995年４月13日（木）─４月18日（火） 丸栄スカイル８階画廊
勝田幸男 粒画展 1995年４月13日（木）─４月18日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊

1995年４月20日（木）─４月26日（水） 丸栄スカイル８階画廊
第10回 小林貢 宙吹きガラス作品展 1995年４月20日（木）─４月26日（水） 丸栄スカイル８階画廊
現代陶芸界の奇才 鯉江良二・鈴木五郎・金子潤 三人展 1995年４月13日（木）─４月18日（火） 丸栄スカイル８階催場 封筒
日本うるし山脈 '95 PART I 木曽漆器・山中塗 1995年４月20日（木）─４月26日（水） 丸栄スカイル８階工芸サロン
傘寿記念 安藤幹衛展 メキシコの女と風景 1995年４月27日（木）─５月２日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
５月の美術催しご案内 1995年５月
第２回 中嶋登茂美 彫刻展 安らぎの詩・とわの子供たち 1995年５月３日（水）─５月９日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
高橋佐門 作陶展 1995年５月３日（水）─５月９日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒

1995年５月25日（木）─５月30日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
大分花篭展 1995年５月３日（水）─５月17日（水） 丸栄スカイル８階工芸サロン
第二回 図南の会 加藤厚・橘泰司・塚本敏清 1995年５月11日（木）─５月16日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
95 今井久司展 1995年５月11日（木）─５月16日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
国画会会員20人による SANTO '95展 1995年５月17日（水）─５月23日（火） 丸栄スカイル８階画廊
京都・西陣 愛染工房展 1995年５月17日（水）─５月23日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
トルコ青の世界 加賀賢司 陶展 1995年５月25日（木）─５月31日（水） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
直筆で神を描く 傳益瑤 水墨画展 1995年５月25日（木）─５月31日（水） 丸栄スカイル８階画廊

JM201900014036（案内状綴りNo. 7 平成7.6月～12月）
６月の美術催しご案内 1995年６月
旅で出会った民 田村能里子 小品展 1995年６月１日（木）─６月６日（火） 丸栄スカイル８階画廊
輝光会展 1995年６月８日（木）─６月13日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
日本うるし山脈 '95 1995年６月８日（木）─６月13日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
水谷雄 日本画展 1995年６月15日（木）─６月21日（水） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
飯田眞人 作陶展 1995年６月15日（木）─６月21日（水） 丸栄スカイル８階工芸サロン
各務周海 作陶展 1995年６月15日（木）─６月21日（水） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
花達を描く 舘内美智子 作品展 1995年６月22日（木）─６月28日（水） 丸栄スカイル８階絵画サロン
加藤嘉明 陶展 1995年６月22日（木）─６月28日（水） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
７月の美術催しご案内 1995年７月
尾崎慎 石彫展 1995年６月29日（木）─７月12日（水） 丸栄スカイル８階絵画サロン
陶とガラス 瀬戸薊窯展 1995年６月29日（木）─７月４日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
自然の中で 冬 木村光宏展 1995年７月５日（水）─７月12日（水） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
鯉江廣 作陶展 1995年７月５日（水）─７月12日（水） 丸栄スカイル８階工芸サロン
日本の伝統三人展 古楽面・トンボ玉・屋久杉細工 1995年７月13日（木）─７月19日（水） 丸栄スカイル８階工芸サロン
吉川正道 陶展 1995年７月13日（木）─７月19日（水） 丸栄スカイル８階画廊 封筒

1995年７月26日（水）─８月１日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
現代俊英作家 ガラス工芸展 1995年７月20日（木）─７月26日（水） 丸栄スカイル８階工芸サロン
「今日の書」代表作家展 1995年７月27日（木）─８月１日（火） 丸栄スカイル８階画廊
東洋染織展 1995年７月27日（木）─８月９日（水） 丸栄スカイル８階工芸サロン
８月の美術催しご案内 1995年８月
孤高の画家 中村忠二展 1995年８月３日（木）─８月９日（水） 丸栄スカイル８階画廊
軸装による 郷土物故作家美術展 1995年８月10日（木）─８月15日（火） 丸栄スカイル８階画廊
第13回 花の木会絵画展 1995年８月３日（木）─８月９日（水） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
京都市立芸大出身作家による 花と土と人 '95展 1995年８月10日（木）─８月15日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
書画・工芸品・民具 宝利出し市 1995年８月10日（木）─８月15日（火） 丸栄スカイル８階催場
第17回 十果会 洋画展 1995年８月17日（木）─８月22日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
輪島 崎田宏 漆芸展 1995年８月17日（木）─８月22日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
美術稀覯本展示即売会 1995年８月24日（木）─８月30日（水） 丸栄スカイル８階工芸サロン
堀太郎 洋画展 1995年８月24日（木）─８月30日（水） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
春・夏・秋・冬をえがく 成田環展 1995年８月31日（木）─９月５日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
広瀬典丈・さちよ 作陶展 1995年８月31日（木）─９月５日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
９月の美術催しご案内 1995年９月
ジュヌ・バーグ 洋画展 1995年９月７日（木）─９月13日（水） 丸栄スカイル８階画廊
日本うるし山脈 '95 PART III 津軽塗・村上漆器 1995年９月７日（木）─９月13日（水） 丸栄スカイル８階工芸サロン
森正 陶展 1995年９月７日（木）─９月13日（水） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第四回 備前 岡田輝 作陶展 1995年９月14日（木）─９月19日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
山本正英 油彩画展 1995年９月14日（木）─９月19日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
龍村美術織物展 1995年９月14日（木）─９月19日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
第３回 陶磁 柏栄会 1995年９月21日（木）─９月27日（水） 丸栄スカイル８階工芸サロン
美人画を描く 近代現代 日本画・洋画展 1995年９月21日（木）─９月27日（水） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
爽搖会展 日本画・洋画・水墨画 1995年９月21日（木）─９月27日（水） 丸栄スカイル８階絵画サロン
吉田喜彦 作陶展 1995年９月28日（木）─10月４日（水） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
10月の美術催しご案内 1995年10月
川上金一 作陶展 1995年９月28日（木）─10月４日（水） 丸栄スカイル８階工芸サロン
小島敏裕 日本画展 1995年９月28日（木）─10月４日（水） 丸栄スカイル８階絵画サロン
樽見盛衛 洋画展 1995年９月28日（木）─10月４日（水） 丸栄スカイル８階画廊
第５回 墨の頌歌・書と画 于右任・穐月明 二人展 1995年10月５日（木）─10月10日（火） 丸栄スカイル８階画廊
メキシコ在住 竹田邦夫 彫銀展 1995年10月５日（木）─10月10日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
久保田裕 個展 1995年10月12日（木）─10月17日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
ブロンズ板の小宇宙 三谷慎 レリーフ展 1995年10月12日（木）─10月17日（火） 丸栄スカイル８階画廊
田中恭一「達磨刻画」チャリティ個展 1995年10月12日（木）─10月17日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン・絵画

サロン
静と躍 の世界 加藤寿逸 陶展 1995年10月19日（木）─10月25日（水） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
黒柳弘行 水彩画展 1995年10月19日（木）─10月25日（水） 丸栄スカイル８階絵画サロン
第32回 桐塑人形 圭人社展 1995年10月19日（木）─10月25日（水） 丸栄スカイル８階工芸サロン
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展覧会名等 会期等 会場 付属物等
平山郁夫 版画展 1995年10月26日（木）─11月１日（水） 丸栄スカイル８階画廊
米沢雄二 作陶展 1995年10月26日（木）─11月１日（水） 丸栄スカイル８階工芸サロン
郡上つむぎ 宗広陽助 染織展 1995年10月26日（木）─11月１日（水） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
11月の美術催しご案内 1995年11月
人間国宝による 近代工芸名品展 1995年11月２日（木）─11月14日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
中上良子エマイユ作品展 1995年11月９日（木）─11月14日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
クリフトン・カーフ木版画展 1995年11月９日（木）─11月14日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒

1995年11月23日（木）─11月29日（水） 豊橋丸栄７階美術画廊
日本伝統手まり展 1995年11月16日（木）─11月22日（水） 丸栄スカイル８階工芸サロン
土屋豊 鍛金作品展 1995年11月２日（木）─11月７日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
古稀によせて 書 稲垣菘圃展 1995年11月16日（木）─11月22日（水） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
井上武 陶展 1995年11月23日（木）─11月29日（水） 丸栄スカイル８階工芸サロン
勝田幸男 日本画展 1995年11月15日（水）─11月21日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊 封筒

1995年11月23日（木）─11月29日（水） 丸栄スカイル８階画廊
第一回 FOR 21 CENTURY "翔"展 日本画 1995年11月23日（木）─11月29日（水） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
12月の美術催しご案内 1995年12月
近代日本画・洋画名品展 1995年11月30日（木）─12月11日（月） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
近代工芸名品展 1995年11月30日（木）─12月11日（月） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第30回 羽柴良一陶展 1995年12月６日（水）─12月13日（水） 丸栄スカイル８階工芸サロン
第32回 染織工芸 絲音会展 1995年11月30日（木）─12月５日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
平成７年度年末助け合い 茶掛秀作展 1995年12月12日（火）─12月14日（木） 丸栄スカイル８階画廊・絵画サロン
平成７年度年末助け合い 陶芸作家秀作展 1995年12月12日（火）─12月14日（木） 丸栄スカイル８階画廊
歳末助け合い・社会福祉のための 寄贈書画工芸作品即売展 1995年12月15日（金）・16日（土） 丸栄スカイル８階催場・美術画廊・

絵画サロン
東海テレビ 愛の鈴 年末助け合い 第16回 東海美術作家即売展 1995年12月17日（日）・18日（月） 丸栄スカイル８階催場
迎春用うつわ展 1995年12月14日（木）─12月23日（土） 丸栄スカイル８階工芸サロン
第22回 新栄会展 1995年12月16日（土）─12月23日（土） 丸栄スカイル８階画廊
迎春用床飾り逸品展 1995年12月24日（日）─12月30日（土） 丸栄スカイル８階画廊
新春用 軸装による日本画展 1995年12月19日（火）─12月23日（土） 丸栄スカイル８階催場 封筒
勵会 1995年６月８日（木）─６月13日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
江副行昭と一門展 1995年６月１日（木）─６月６日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ

JM201900014037（案内状綴りNo. 8 平成８年１月～10月）
１月の美術催しご案内 1996年１月
尼焼 中村道年展 1996年１月３日（水）─１月10日（水） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ
第13回であいの会新春展 書と大和絵 中世へのいざない 1996年１月11日（木）─１月16日（火） 丸栄スカイル８階画廊 目録
第31回 新春東書芸代表作家展 1996年１月18日（木）─１月23日（火） 丸栄スカイル８階画廊 目録
第７回 松岡日出雄 木工展 1996年３月７日（木）─３月12日（日） 丸栄スカイル８階画廊 封筒

1996年３月20日（水）─３月26日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
洋画200選展 1996年１月18日（木）─１月23日（火） 丸栄スカイル８階催場 封筒
中世都市を訪ねて イタリア 岡崎忠雄展 1996年１月25日（木）─１月31日（水） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第42回 さわらび会 人形展 1996年１月25日（木）─１月31日（水） 丸栄スカイル８階工芸サロン
２月の美術催しご案内 1996年２月
軸装による郷土物故作家美術展 1996年２月１日（木）─２月６日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒

1996年２月15日（木）─２月20日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
染付のうつわと陶びな 大野淳一・寿恵 二人展 1996年２月８日（木）─２月14日（水） 丸栄スカイル８階工芸サロン
黒川巳喜 追悼展 1996年２月８日（木）─２月14日（水） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
古代オリエント・地中海美術展 1996年２月15日（木）─２月20日（火） 丸栄スカイル８階画廊
中島由夫 北欧の太陽 油絵展 1996年２月22日（木）─２月28日（水） 丸栄スカイル８階画廊
書画・工芸品・民具 宝利出し市 1996年２月１日（木）─２月６日（火） 丸栄スカイル８階催場
瑞浪陶芸協会展 1996年２月22日（木）─２月28日（水） 丸栄スカイル８階工芸サロン
96 春栄会展 1996年２月22日（木）─２月28日（水） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
服部保 個展 1996年２月29日（木）─３月５日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
世界の古民具紀行 1996年２月29日（木）─３月５日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
３月の美術催しご案内 1996年３月
大森運夫画集出版記念 心の詩 大森運夫展 1996年３月７日（木）─３月12日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊 封筒

1996年３月14日（木）─３月27日（水） 丸栄スカイル８階画廊
茶道具逸品展 1996年３月７日（木）─３月12日（火） 丸栄スカイル８階画廊
近代・現代陶芸作家酒器展 1996年３月14日（木）─３月27日（水） 丸栄スカイル８階画廊
瀬戸クラフト協会 ６人展 弥生の陶宴 1996年３月７日（木）─３月12日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
螺鈿工芸 服部順一展 1996年３月14日（木）─３月19日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン

1996年３月28日（木）─４月２日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
李泰永 作陶展 1996年３月20日（水）─３月27日（水） 丸栄スカイル８階工芸サロン
吉良の荘（西尾市）在住の作家グループ 第15回 算人展 1996年３月28日（木）─４月３日（水） 丸栄スカイル８階工芸サロン
備前創造の美 森陶岳展 1996年３月28日（木）─４月３日（水） 丸栄スカイル８階画廊 封筒

1996年４月11日（木）─４月16日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
画集発刊記念 山口剛生展 （油彩、水彩、パステル） 1996年３月28日（木）─４月３日（水） 丸栄スカイル８階画廊
４月の美術催しご案内 1996年４月
くらしのうつわ展 1996年４月４日（木）─４月９日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
岩原良仁 日本画展 1996年４月４日（木）─４月９日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
中国・東南アジア古陶磁展 1996年４月11日（木）─４月17日（水） 丸栄スカイル８階工芸サロン
村上堯紅 書作展 1996年４月11日（木）─４月17日（水） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
纐纈敏郎個展 画業30周年記念 樹空 1996年４月18日（木）─４月23日（火） 丸栄スカイル８階画廊
武村豊徳 作陶展 1996年４月18日（木）─４月23日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
日本画秀作展 内 覧 会：1996年４月18日（木）・19日（金） 名古屋栄東急イン２階鶴舞の間 封筒

一般公開：1996年４月25日（木）─５月１日（水） 丸栄スカイル８階画廊
孤高・異端の日本画家 田中一村の世界 1996年３月28日（木）─４月３日（水） 丸栄本館８階特設会場
96 郡上焼 郡榛太・川上伸 二人展 1996年４月25日（木）─５月１日（水） 丸栄スカイル８階工芸サロン
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５月の美術催しご案内 1996年５月
北大路魯山人展 1996年５月２日（木）─５月７日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン 封筒

1996年５月15日（水）─５月21日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
みやびの布 草木染め・奈良上布展 1996年５月２日（木）─５月７日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
大分竹工芸展 1996年５月９日（木）─５月15日（水） 丸栄スカイル８階工芸サロン
国展70回記念キャンペーン SANTO '96展 1996年５月９日（木）─５月15日（水） 丸栄スカイル８階画廊
幸兵衛窯新作展 1996年５月９日（木）─６月４日（火） 丸栄スカイル８階クラフトスペース 挨拶状のみ
加藤清之展 1996年９月５日（木）─９月11日（水） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第12回 飯田陽子 染付アクサセリー展 1996年５月９日（木）─５月21日（火） 丸栄スカイル８階クラフトスペース
京都・西陣 愛染工房展 1996年５月16日（木）─５月21日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
岡野博・伊藤はるみ 二人展 1996年５月16日（木）─５月21日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
篠田義一作陶展 1996年５月16日（木）─５月21日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第27回 東海伝統工芸展 1996年５月16日（木）─５月21日（火） 丸栄スカイル８階催場 封筒のみ
第三回 図南の会 加藤厚・橘泰司・塚本敏清 1996年５月23日（木）─５月29日（水） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第11回 小林 貢 宙吹きガラス作品展 1996年５月23日（木）─５月29日（水） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
信州・熔壌和ガラス 江副行昭 新作展 1996年５月30日（木）─６月４日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第１回 柏交会陶芸展 1996年５月23日（木）─５月29日（水） 丸栄スカイル８階工芸サロン
華麗な絵付と細密な文様 薩摩錦手逸品展 1996年５月30日（木）─６月４日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
６月の美術催しご案内 1996年６月
夏季熱 高松敬子・郡和子 ガラス２人展 1996年６月６日（木）─６月12日（水） 丸栄スカイル８階工芸サロン
輝光会 洋画 展 1996年６月６日（木）─６月12日（水） 丸栄スカイル８階画廊 封筒

1996年７月10日（水）─７月16日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
有田白磁の俊英 奥川俊右衛門 作陶展 1996年６月13日（木）─６月18日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
勝田幸男 粒画展 1996年６月13日（木）─６月18日（火） 丸栄スカイル８階画廊
中国古窯視察11人による 昇華陶芸展 1996年６月13日（木）─６月18日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
白翔会 洋画 展 1996年６月20日（木）─６月26日（水） 丸栄スカイル８階画廊
塚本満 作陶展 1996年６月20日（木）─６月26日（水） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
加藤令吉 陶展 1996年６月27日（木）─７月３日（水） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
安齋蒼慶 藍・型染展 1996年６月27日（木）─７月３日（水） 丸栄スカイル８階工芸サロン
７月の美術催しご案内 1996年７月
大沼映夫展 1996年７月４日（木）─７月10日（水） 丸栄スカイル８階画廊
太田公典 陶展 1996年７月４日（木）─７月10日（水） 丸栄スカイル８階工芸サロン
現代アートフェスティバル 1996年７月４日（木）─７月10日（水） 丸栄スカイル８階絵画サロン
東洋染織展 1996年７月11日（木）─７月17日（水） 丸栄スカイル８階工芸サロン
尾崎良二 油絵・素描展 1996年７月11日（木）─７月17日（水） 丸栄スカイル８階画廊 封筒のみ

1996年７月24日（水）─７月30日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
炎の饗宴 二人展 寺田康雄・梅村清弘 1996年７月18日（木）─７月24日（水） 丸栄スカイル８階特別会場・工芸サ

ロン
封筒

日本画 杲の会 1996年７月18日（木）─７月24日（水） 丸栄スカイル８階絵画サロン 封筒
輝栄会 日本画 1996年７月18日（木）─７月24日（水） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
近代・現代 人間国宝作品展 1996年７月18日（木）─７月24日（水） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
96 「今日の書」代表作家展 1996年７月25日（木）─７月31日（水） 丸栄スカイル８階画廊
星野優子 トンボ玉の世界 天上のしらべ 1996年７月25日（木）─７月31日（水） 丸栄スカイル８階画廊

1996年８月15日（木）─８月20日（火） 豊橋丸栄７階美術画廊
８月の美術催しご案内 1996年８月
香炉と香合 百選展 1996年８月１日（木）─８月13日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
香と香炉展 1996年８月１日（木）─８月13日（火） 丸栄スカイル８階クラフトスペース
96 淡青会展 1996年８月１日（木）─８月６日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
第14回 花の木会 絵画展 1996年８月１日（木）─８月６日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
書画・工芸品・民具 宝利出し市 1996年８月８日（木）─８月13日（火） 丸栄スカイル８階催場
江戸から昭和まで 郷土のやきものと書画展 1996年８月15日（木）─８月20日（火） 丸栄スカイル８階画廊
インドネシアの古更紗と篭展 1996年８月15日（木）─８月20日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
加藤裕 書展 1996年８月15日（木）─８月20日（火） 丸栄スカイル８階画廊 冊子
志ら玉窯 柴山利彌 雅陶展 1996年８月８日（木）─８月13日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
美術稀覯本展示即売会 1996年８月22日（木）─９月３日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
第18回 十果会 洋画 展 1996年８月22日（木）─８月27日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
堀太郎 洋画展 1996年８月29日（木）─９月３日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
９月の美術催しご案内 1996年９月
三好建太郎 作陶展 1996年９月12日（木）─９月17日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
現代洋画カルテット展 1996年９月12日（木）─９月17日（火） 丸栄スカイル８階絵画サロン
軸装による日本画展 1996年９月12日（木）─９月17日（火） 丸栄スカイル８階画廊
富士・花・ベニス 絹谷幸二 小品展 1996年９月12日（木）─９月17日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
爽搖会展 日本画・洋画・水墨画 1996年９月19日（木）─９月25日（水） 丸栄スカイル８階絵画サロン
伊藤公洋 作陶展 1996年９月19日（木）─９月25日（水） 丸栄スカイル８階工芸サロン
第４回 陶磁 柏栄会 1996年９月26日（木）─10月２日（水） 丸栄スカイル８階工芸サロン・クラ

フトスペース
近代・現代 日本画秀作展 1996年９月26日（木）─10月２日（水） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
10月の美術催しご案内 1996年10月
竹田邦夫 彫銀展 地の神・アルマジロへの賛歌 1996年10月３日（木）─10月８日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
メキシコの土着玩具 即売会 1996年10月３日（木）─10月８日（火） 丸栄スカイル８階クラフトスペース
美濃の名窯 玉山窯展 1996年10月10日（木）─10月30日（水） 丸栄スカイル８階クラフトスペース
国展70回記念キャンペーン 中部国画会会員展 1996年10月10日（木）─10月16日（水） 丸栄スカイル８階画廊・絵画サロン
河野清志 木の器 1996年10月10日（木）─10月16日（水） 丸栄スカイル８階工芸サロン
ル・フィル 刺しゅう作品展 1996年10月17日（木）─10月22日（火） 丸栄スカイル８階工芸サロン
豊場惺也 作陶展 1996年10月17日（木）─10月22日（火） 丸栄スカイル８階画廊 封筒
加藤良造・清水規 日本画二人展 1996年10月24日（木）─10月30日（水） 丸栄スカイル８階画廊
第33回 桐塑人形 圭人社展 1996年10月24日（木）─10月30日（水） 丸栄スカイル８階工芸サロン
崑ろん（小池重義） 硝子絵展 1996年10月24日（木）─10月30日（水） 丸栄スカイル８階画廊 封筒


