
県民ギャラリー　予定表

第一週 4月2日(火)～7日(日) 空き 空き 空き

第五週 　

空き 空き

ギャラリー3

空き

第二週 14日(火)～19日(日) 空き
UMARE　Birth photo 展

5/18～5/19

第三週

空き

佐々井　秀嶺　写真展

第四週

第一週

30日(火)～5月6日(月)

第一週 2日(火)～7日(日)

ギャラリー2 ギャラリー3

2019年5月

会 期 ギャラリー1

ギャラリー1

第一週

空き 空き

第四週

2019年4月

仲間富美・大坪葉子　作品展 空き 空き

23日(火)～28日(日) 公文大里仲間・那覇真嘉比・壺川書写教室成果発表会
4/26～4/28

第三週 16日(火)～21日(日)

8日(水)～12日(日) 第15回　龍賓曹源書道展 第15回　龍賓曹源書道展

空き

会 期 ギャラリー1 ギャラリー2 ギャラリー3

空き第二週 9日(火)～14日(日)

会 期

全館燻蒸・消毒期間（6/28～7/6）

第二週 11日(火)～16日(日) 第27回　沖縄広告賞展

第三週 17日(水)～21日(日)

「ナナムイ展」

国際バカロレアディプロマvisual arts展覧会

第四週 25日(火)～30日(日) 全館燻蒸・消毒期間（6/28～7/6） 全館燻蒸・消毒期間（6/28～7/6）

第五週 - - - -

2019年7月

なんじゃらもんじゃら展 空き

第三週 18日(火)～23日(日) 日本現代美術協会沖縄支部展 日本現代美術協会沖縄支部展 沖縄の美ら海美ら島

2019年6月

会 期 ギャラリー1 ギャラリー2 ギャラリー3

空き4日(火)～9日(日) 琉球大田焼き窯元　平良幸春ファミリー展 琉球大田焼き窯元　平良幸春ファミリー展

シャトーボックス作品展 ひと派展

第15回　龍賓曹源書道展

28日(火）～6月2日（日） 生命展
5/30～6/2

水と風そして沖縄展
5/30～6/2

21日(火)～26日(日)

第五週

ギャラリー2

空き

國吉青雲

第二週 9日(火)～15日(月) 色彩のチャンプルー絵画展 「ナナムイ展」

2019年8月

会 期 ギャラリー1

第五週 30日(火)～8月4日(日) 特別支援学校中学部 特別支援学校中学部 特別支援学校中学部

第四週 23日(火)～28日(日) 5ｔｈ　ARTGROUPMAX　国吉真正・大城元臣・目加田博史　3
人展

エーシーオー沖縄 エーシーオー沖縄

国際バカロレアディプロマvisual arts展覧会

第一週 6日(火)～12日(月) 宇宙まで感動を届ける～指で描く世界 JAGDAOKINAWAグラフィックデザイン展2019 JAGDAOKINAWAグラフィックデザイン展2019

第四週 27日(火)～9月1日(日) 第3回いずみの森美術館展 第3回いずみの森美術館展 第3回いずみの森美術館展

第二週 14日(水)～18日(日) 美術の先生がつくった作品展
後援：美術館

美術の先生がつくった作品展
後援：美術館

美術の先生がつくった作品展
後援：美術館

第三週 20日(火)～25日(日） 社会福祉法人トゥムヌイ福祉会
8/24～8/25

空き
SNS写真展
8/23～8/25

第五週

2019年9月

会 期 ギャラリー1 ギャラリー2 ギャラリー3

第二週 10日(火)～16日(月) 書道展（第21回沖縄県書道展） 書道展（第21回沖縄県書道展）
日本肝臓器学会

9/16のみ（準備・片付けを含む）

第一週 3日(火)～8日(日) 筆文字あーと展 平良武二・平良克之　油彩・写真展 平良武二・平良克之　油彩・写真展

第三週 18日(水)～23日(月） 写真展[この大地　奪われし人々」
島嶼工芸展
9/18～9/27

友利とモーリーの愉快な仲間たち　二人の写真展
9/21～9/22

第四週 25 日(水)～29日(月) 山里永作/サンリーヨンツオ作品展
島嶼工芸展
9/18～9/27

空き

第五週

全館燻蒸・消毒期間（6/28～7/6） 全館燻蒸・消毒期間（6/28～7/6） 全館燻蒸・消毒期間（6/28～7/6）

国際バカロレアディプロマvisual arts展覧会

ギャラリー2 ギャラリー3



県民ギャラリー　予定表

第五週

会 期

第五週 29日(火)～11月4日(月) 沖縄県工芸公募展
沖縄県工芸公募展 沖縄県工芸公募展

第五週

2019年11月

現在平成31年4月6日

2020年3月

会 期 ギャラリー1 ギャラリー2 ギャラリー3

第一週 3日(火)～8日(日)

第五週 空き 空き 空き

17日(火)～22日(日) 日本建築家協会沖縄支部展 空き
沖縄マシーネンクリーガー

3/22のみ（準備・片付けを含む）

会 期 ギャラリー1 ギャラリー2 ギャラリー3

第一週 開邦高等学校卒展 開邦高等学校卒展開邦高等学校卒展

2019年10月

会 期 ギャラリー1 ギャラリー2 ギャラリー3

第一週 1日(火)～6日(日) 第43回沖縄県孤島学校総合文化祭（美術・工芸部門）作品展 第43回沖縄県孤島学校総合文化祭（美術・工芸部門）作品展
第43回沖縄県孤島学校総合文化祭（美術・工芸部門）作品展

1

第二週 8日(火)～14日(月） くむくくる会 空き 空き

第三週 116日(水)～20日(日) 第26回　肢体不自由児・者の作品展 第26回　肢体不自由児・者の作品展 沖縄親子の写真展

第四週 22日(火)～27日(日) 沖縄県美術家連盟
後援：美術館

沖縄県美術家連盟
後援：美術館

沖縄県美術家連盟
後援：美術館

第三週 19日(火)～24日(日) 沖縄県芸術文化祭 沖縄県芸術文化祭 沖縄県芸術文化祭

第四週 26日(火)～12月1日(日） 小さな絵本展　Vol,10
11/29～12/1

小さな絵本展　Vol,10
11/29～12/1

小さな絵本展　Vol,10
11/29～12/1

第四週 25日(水)～28日(土) 琉球民具への招待 琉球民具への招待 琉球民具への招待

6日(水（～10日(日)

第一週 3日(火)～8日(日) Drome&Painting ドローンとアートの融合 浦添工業高等学校イインテリア科卒業作品展 浦添工業高等学校イインテリア科卒業作品展

第二週 10日(火)～15日(日） 中学校高校生写真コンクール2019 未来の科学の夢　絵画展 調整中

第二週 12日(火)～17日(日） 沖縄県芸術文化祭 沖縄県芸術文化祭 沖縄県芸術文化祭

2019年12月

ギャラリー1

第二週 14日(火)～19日(日） 平成31年度JA共済全国小・中学生書道・交通安全ポスター沖
縄県コンクール展

平成31年度JA共済全国小・中学生書道・交通安全ポスター沖
縄県コンクール展

平成31年度JA共済全国小・中学生書道・交通安全ポスター沖
縄県コンクール展

第三週 21日(火)～26日(日) 第19回小禄高等学校芸術教養コース発表会 第19回小禄高等学校芸術教養コース発表会 第19回小禄高等学校芸術教養コース発表会

28日(火)～2月2日(日) 第15回日本結び文化展in沖縄
1/29～2/2

第15回日本結び文化展in沖縄
1/29～2/2

第15回日本結び文化展in沖縄
1/29～2/2

2020年2月

会 期 ギャラリー1 ギャラリー2 ギャラリー3

第五週

第四週 24日(火)～29日(日) 空き 空き 空き

31日(火)～4月5日(日)

燻蒸・消毒期間（2/18～2/21）
学校法人アミークス（2/22～2/23）

燻蒸・消毒期間（2/18～2/21）
学校法人アミークス（2/22～2/23）

第四週 25日(火)～3月6日(日) 総合学園ヒューマンアカデミー那覇校第12回卒業進級展示会 総合学園ヒューマンアカデミー那覇校第12回卒業進級展示会 総合学園ヒューマンアカデミー那覇校第12回卒業進級展示会

第三週 18日(火)～23日(日) 燻蒸・消毒期間（2/18～2/21）
学校法人アミークス（2/22～2/23）

第二週 10日(火)～15日(日） 那覇市身体障害美術展 那覇市身体障害美術展 那覇市身体障害美術展

第三週

第五週

第一週 4日(火)～8日(日) 沖縄県美術家連盟
後援：美術館

沖縄県高等学校文化連盟美術・工芸専門部 沖縄県高等学校文化連盟美術・工芸専門部

第二週 11日(火)～16日(日） 沖縄県立芸術大学卒展

絵画展 絵画展

2020年1月

会 期 ギャラリー1 ギャラリー2 ギャラリー3

第一週 7日(火)～12日(日) 第16回創元会沖縄支部展 第16回創元会沖縄支部展 空き

第三週 17日(火)～22日(日)

第四週

沖縄ガイア押し花 沖縄ガイア押し花 沖縄ガイア押し花

沖縄県立芸術大学　卒展 沖縄県立芸術大学　卒展

空き

ギャラリー2 ギャラリー3


