
1 全日本写真連盟支部 写団葵 堀場 敏之 第41回全日本写真連盟支部 写団葵展 9月27日(火) ～ 10月2日(日)
10時00分～17時30分
(初日は13時00分から/最終日は16時00分まで)

岡崎市美術館 東館第５展示室 無 写真展 77-4281

2 岳精流日本吟院三河岳精会岡崎 今井 信治
徳川家康公を敬い、学ぶ。そして詠う。詩吟体
験講座

10月2日(日) 9時30分～11時30分 岡崎市緑丘学区市民ホーム 無
全３回の詩吟体験
※9/17せきれいホール、9/21井田学区市民ホームで開催

31-6012

3 琴古流尺八 景友会 奈良 生雲 三曲演奏会 10月2日(日) 10時00分～16時00分 岡崎市竜美丘会館 ４階 無 尺八・三絃・琴各一人演奏による三曲演奏会 090-8071-1764

4 岡崎文化協会 渡辺 傳次郎 第25回文協芸能祭 10月9日(日) 9時30分～18時00分 岡崎市民会館 500円
岡崎文化協会芸能部会の参加団体による
舞台芸術の発表

23-6975

5 愛知県表具内装組合連合会 鬼頭 真理 第54回表装美術展 10月12日(水) ～ 10月16日(日)
10時00分～18時00分
(最終日は16時00分まで)

岡崎市美術館 第１・２展示室 無 掛軸・額・屏風・衝立・ふすま・内装等の展示 25-6608

6 光墨会 小嶋 和晃 第38回光墨会書作展 10月12日(水) ～ 10月16日(日)
10時00分～18時00分
(最終日は16時00分まで)

岡崎市美術館 第３・４展示室 無 書道作品展 22-7548

7 岡崎音楽家協会 大海 丘也
岡崎音楽家協会設立35周年記念 第34回・第
35回定期演奏会「ガラコンサート～音で紡ぐ明
日への光」

10月15日(土) ～ 10月16日(日) 13時30分～16時00分 岡崎市シビックセンターコンサートホール コロネット 2,000円 クラシック音楽の演奏会 090-4261-5780

8 日本民踊岡崎葵会 山本 豊淑峰 第26回葵会民踊まつり 10月23日(日) 13時00分～16時00分 岡崎市民会館あおいホール 無（整理券） 時代に添った新民踊・歌謡舞踊等の発表会 090-9936-9162

9 三河菊花協会 山田 敏夫 第47回三河の菊まつり 10月28日(金) ～ 11月6日(日)
9時00分～17時00分
(最終日は16時00分まで)

岡崎中央総合公園 多目的広場特設会場 無 菊花展 46-3498

10 華道則天門則天会三河支部 千種 妃字子 華道則天門いけ花展 10月29日(土) ～ 10月30日(日) 10時00分～15時00分 戸崎神明宮直会所 無 いけ花展 21-1831

11 集団岡崎 宮田 典彦 第64回集団岡崎展 11月2日(水) ～ 11月6日(日)
10時00分～17時30分
(最終日は16時00分まで)

岡崎市美術館 第１展示室 無 写真展 090-1090-4508

12 書道研究 仙の会 平岩 苔仙 第12回仙の会 秋の書作展 11月2日(水) ～ 11月6日(日)
10時00分～18時00分
(最終日は16時00分まで)

岡崎市美術館 第３・４展示室 無 書道作品展 22‐2344

13 岡崎茶交会 中根 松夫 市民茶会 11月3日(木) 9時00分～15時00分 岡崎公園内茶室（葵松庵）・日本庭園 無※呈茶券：1,200円（600円×2席） 茶会 22-0308

14 岡崎マンドリンアンサンブル 南部 淳
岡崎マンドリンアンサンブル 30周年記念コン
サート

11月8日(火) 14時00分～16時00分 岡崎市シビックセンターコンサートホール コロネット 無（整理券） マンドリン合奏（生演奏） 64-0200

15 二科三河グループ 鈴木 章司 第61回二科三河グループ展 11月9日(水) ～ 11月13日(日)
10時00分～18時00分
(最終日は17時00分まで)

岡崎市美術館 第３・４展示室 無 二科展・中部二科展、出品者による洋画展 52-0273

16 北杜会 齋藤 幸彦 第49回北杜会展 11月9日(水) ～ 11月13日(日)
10時00分～18時00分
(最終日は17時00分まで)

岡崎市美術館 第１・第２展示室 無 絵画発表会 0563-52-3462

17 千鳥吟社 鈴木 一陽 愛知俚謡作家岡崎大会 11月11日(金) 9時30分～15時30分 岡崎市竜美丘会館 無 俚謡作品展および表彰 31-6221

18 岡崎華道連盟 鈴木 亮鴬庵 第69回岡崎華道連盟いけばな展 11月12日(土) ～ 11月13日(日)
10時00分～16時00分
(最終日は15時00分まで)

岡崎市竜美丘会館 大ホール 無 岡崎市内14流派の合同いけばな展 51-8615

19 塩の道俳句会 朝雄 紅青子 塩の道俳句会俳句大会 11月13日(日) 13時00分～17時00分 南部市民センター分館 講習室 1,000円 俳句大会 22-6913

20 MOA美術館岡崎児童作品展実行委員会 岩瀬 恵美子 第30回MOA美術館岡崎児童作品展 11月13日(日) ～ 11月20日(日)
9時00分～21時00分
(初日は11時00分から/最終日は18時00分まで)

東部地域交流センターむらさきかん 無 児童作品展 53-3176

21 伯粋流伯粋会 久保 伯粋 小豆坂合戦最中・・・竹千代誕生 11月19日(土) 13時00分～16時30分 小豆坂市民ホーム 無 詩吟「竹千代誕生を祝い家康公を讃う」 090-5455-0007

22 岡崎文化協会 渡辺 傳次郎 第34回文協文化祭 11月19日(土) ～ 11月20日(日) 10時00分～16時00分 岡崎市竜美丘会館 無※呈茶券：前売800円(2席)・当日500円(1席) 茶席、生け花・手芸・着物ショー・表具の展示 23-6975

23 全日本写真連盟竜城支部 川合 軍 第50回記念竜城写真展 11月22日(火) ～ 11月27日(日)
10時00分～17時30分
(初日は13時00分から/最終日は16時30分まで)

岡崎市美術館 第２展示室 無 写真展 090-3559-7478

24 君若会 木村 若由紀 第20回君若会おさらい会 11月23日(水) 12時30分～15時00分 岡崎市竜美丘会館 無 民謡 47-2330

25 中日写真協会 岡崎支部 斉藤 博之 第43回中日写真協会岡崎支部全紙写真展 11月29日(火) ～ 12月4日(日)
10時00分～18時00分
(初日は11時00分から/最終日は16時00分まで)

岡崎市美術館 第４展示室 無 全紙写真展 55-5820
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