
展覧会名／団体名 展示内容 展覧会期（初日・最終日開催時間） 展示室・ギャラリー 観覧料 問い合わせ先
第89回　版画展
一般社団法人　日本版画協会

版画 10月8日（土）→10月22日（土）
最終日入場13:00まで／閉会14:00

ロビー階　第1・2・3展示室 一般600円
大学生以下・障害者手帳をお持ちの方と付添（2名）無料
※チラシ持参の方は200円引き

03-6379-9596
http://www.hangakyoukai.com

第48回　美術の祭典　東京展
東京展美術協会

油彩画、絵本、コミックアート、
彫塑・立体、写真、イラスト、
版画、水彩画、工芸、日本画

10月7日（金）→10月14日（金）
最終日入場13:30まで／閉会14:00

ロビー階　第4展示室
1階　第1・2・3・4展示室

一般800円
学生以下・70歳以上・障害者手帳をお持ちの方と付添
（1名）無料
※「企画展」チケット持参の方は400円引き

090-8497-9574
http://www.tokyoten.com

第61回　現水展
現代水墨画協会

水墨画 10月7日（金）→10月14日（金）
最終日入場14:30まで／閉会15:00

2階　第1・2展示室 無料 042-400-1115
http://www.sumiart.jp/

第65回　日本表現派展
日本表現派

油彩画、日本画、水墨画、
水彩画 ほか

10月7日（金）→10月14日（金）
最終日入場14:00まで／閉会14:30

2階　第3展示室 一般600円（300円）　※（ ）内は団体料金（10名以上）
学生以下・65歳以上・障害者手帳をお持ちの方と付添
（3名）無料
※「企画展」チケット持参の方は無料

052-559-8280
https://www.nihonhyogenha.
com

公募第1回　現代手工芸展
現代手工芸作家協会

工芸 10月7日（金）→10月14日（金）
最終日入場14:00まで／閉会14:30

2階　第4展示室 無料 070-8583-5607
https://www.gssk.jp/

第55回　日本七宝作家協会国際展（公募）
公益社団法人　日本七宝作家協会

工芸 10月16日（日）→10月22日（土）
最終日入場12:00まで／閉会12:30

ロビー階　第4展示室 一般500円、大学生・高校生400円
中学生以下・障害者手帳をお持ちの方と付添（1名）無料

03-6802-7467
http://www.j-shippo.or.jp/

第46回　新日美展
新日本美術協会

油彩画、水彩画、工芸、日本画 10月15日（土）→10月22日（土）
初日13:00→17:30
最終日入場13:00まで／閉会13:30

1階　第1・2展示室 一般500円（200円）、大学生300円（無料）
※（ ）内は団体料金（5名以上）
専門学校生・高校生以下・70歳以上・障害者手帳をお持
ちの方と付添（2名）無料
※「特別展」チケット持参の方は300円引き

04-7191-6760
http://www.shinnichibi.org/

第29回　新作家展
新作家美術協会

油彩画、水彩画 10月16日（日）→10月22日（土）
最終日入場14:00まで／閉会14:30

1階　第3展示室 無料 042-591-0073
http://www.shinsakka.jp

第71回　大東展
併催：大東教育書道展
大東書道院

書 10月16日（日）→10月22日（土）
最終日入場14:30まで／閉会15:00

1階　第4展示室 無料 03-3612-6661
http://www.daitoh-shodouin.jp

第44回　日本書展
現代書道研究所

書 10月16日（日）→10月22日（土）
10:00→17:00（入場は16:30まで）
最終日入場14:00まで／閉会14:30

2階　第1・2展示室 無料 03-3440-3478
http://www.cosmosginga.com/

第25回記念　太平洋美術会東京支部展
太平洋美術会東京支部

油彩画、水彩画、版画、染織、
彫塑・立体

10月15日（土）→10月22日（土）
初日14:00→17:30
最終日入場14:30まで／閉会15:00

2階　第3展示室 無料 03-3821-4100
https://www.taiheiyobijutu.or.jp/

第42回　創彩展
創彩会

油彩画、彫塑・立体、写真、
工芸、水彩画、日本画

10月16日（日）→10月22日（土）
最終日入場12:30まで／閉会13:30

2階　第4展示室 一般600円（300円）、大学生・高校生400円（200円）、
中学生300円（100円）
※（ ）内は団体料金（10名以上）
小学生以下・70歳以上・障害者手帳をお持ちの方と付添
（2名）無料
※｢特別展｣チケット持参の方は200円引き

048-225-0842

第51回　公募　全陶展
全陶展

工芸 10月16日（日）→10月22日（土）
初日12:30→17:30
最終日入場14:00まで／閉会14:30

ギャラリーA・B・C 一般800円（500円）、大学生・高校生・中学生500円
（300円）　※（ ）内は団体料金（20名以上）

小学生以下・障害者手帳をお持ちの方と付添（1名）無料
※外国の方はパスポート提示で無料
※「特別展」チケット持参の方は300円引き

03-5394-1721
http://www.zentoten.com/

東京都美術館  

公募展カレンダー

2022.10

開館時間／9:30～17:30
展覧会初日の入場時刻及び最終日の最終入場時刻にご注意ください。
休室日／10月3日（月）、10月17日（月）、11月7日（月）、11月21日（月）
※新型コロナウイルスの影響により中止の場合があります。
　最新情報はウェブサイトでご確認ください。

東京都美術館のウェブサイトでは、年間のおおよその各公募展スケジュールをご確認いただけます。
展覧会開催日程や開催時間等については、団体ごとに異なりますので、各団体事務局で最新情報を
ご確認の上、ご来館ください。

東京都美術館からのご案内
特別展「展覧会 岡本太郎」
会場：企画展示室
会期：2022年10月18日（火）～12月28日（水）
休室日：月曜日
開室時間：9:30～17:30 金曜日9:30～20:00（入室は閉室の30分前まで）
観覧料：一般1,900円、大学生・専門学校生1,300円、65歳以上1,400円、高校生以下無料
※日時指定予約制
※詳細はチラシまたは展覧会公式サイトをご覧ください。
展覧会公式サイト：https://taro2022.jp 
［お問い合わせ］TEL：050-5541-8600（ハローダイヤル）

企画展「フィン・ユールとデンマークの椅子」
会場：ギャラリーA・B・C
会期：2022年7月23日（土）～10月9日（日）
休室日：月曜日、9月20日（火）　
※ただし、8月22日（月）、29日（月）、9月12日（月）、19日（月・祝）、26日（月）は開室
開室時間：9：30～17：30 金曜日9:30～20:00（入室は閉室の30分前まで）
観覧料：一般1,100円、大学生・専門学校生700円、65歳以上800円、高校生以下無料
※詳細はチラシまたは展覧会公式サイトをご覧ください
展覧会公式サイト：https://www.tobikan.jp/finnjuhl
［お問い合わせ］東京都美術館 事業係　03-3823-6921（代表）
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展覧会名／団体名 展示内容 展覧会期（初日・最終日開催時間） 展示室・ギャラリー 観覧料 問い合わせ先
第49回　創画展
一般社団法人　創画会

日本画 10月24日（月）→10月30日（日）
最終日入場14:30まで／閉会15:00

ロビー階　第1・2・3展示室 一般900円、65歳以上800円
大学生以下・障害者手帳をお持ちの方と付添（1名）無料

03-3823-2710
https://www.sogakai.or.jp

第81回　受賞作家展　東京支部展
一般社団法人　創元会

油彩画、水彩画、日本画 10月23日（日）→10月30日（日）
初日13:00→17:30
最終日入場13:00まで／閉会13:30

ロビー階　第4展示室 無料 03-5976-4386
http://www.sogenkai.or.jp/

第72回　一線美術会展
一線美術会

油彩画、水彩画、版画 10月24日（月）→10月30日（日）
最終日入場14:30まで／閉会15:00

1階　第1・2展示室 一般700円、大学生・高校生500円
中学生以下・70歳以上・障害者手帳をお持ちの方と付添
（2名）無料

029-804-4345
http://www.issen.org/

水彩連盟会員展・精鋭選抜展-2022
水彩連盟

水彩画 10月24日（月）→10月30日（日）
最終日入場13:30まで／閉会14:00

1階　第3展示室 無料 03-6661-4451
https://www.suisai-renmei.org

第76回　新匠工芸会展
新匠工芸会

工芸 10月25日（火）→10月30日（日）
最終日入場13:30まで／閉会14:00

1階　第4展示室 一般600円（400円）、大学生400円（300円）
※（ ）内は団体料金（20名以上）
高校生以下・障害者手帳をお持ちの方と付添（2名）無料
※「特別展」チケット持参の方は100円引き

0745-45-4359
http://www.shinsyoukougeikai.
jp

第63回　日本書鏡院展
日本書鏡院

書 10月24日（月）→10月30日（日）
最終日入場14:00まで／閉会14:30

2階　第1・2展示室 無料 03-3471-8032
http://www.shokyoin.com

第75回記念　南画院公募展
特定非営利活動法人　南画院

日本画、写真、工芸、油彩画、
水彩画

10月24日（月）→10月30日（日）
最終日入場14:00まで／閉会14:30

2階　第3展示室 無料 090-1770-2352
http://nangain.jp/

第58回　蒼樹展
蒼樹会

油彩画、写真、日本画、
水墨画、版画、水彩画

10月24日（月）→10月30日（日）
最終日入場13:00まで／閉会13:30

2階　第4展示室 一般500円（300円）　※（ ）内は団体料金（10名以上）

学生以下・70歳以上・障害者手帳をお持ちの方と付添
（1名）無料
※「特別展」チケット持参の方は100円引き

04-7154-6451

第23回　全日本バードカービングコンクール
日本バードカービング協会

彫塑・立体 10月25日（火）→10月30日（日）
最終日入場14:00まで／閉会14:30

ギャラリーA 無料 090-2428-3759
https://birdcarving-jbca.jp

第20回　錦秋展
一般社団法人　日本皐月協会

皐月 10月28日（金）→10月30日（日）
最終日入場12:00まで／閉会12:30

ギャラリーB 無料 03-3821-8430
http://www.satsukikyokai.or.jp

第24回　雪梁舎フィレンツェ賞展
公益財団法人　美術育成財団雪梁舎

油彩画、日本画、水彩画、版画 10月24日（月）→10月30日（日）
最終日入場14:00まで／閉会14:30

ギャラリーC 無料 025-377-1888
https://www.komeri.bit.or.jp/
setsuryosha/

東京都美術館  

公募展カレンダー

2022.10

開館時間／9:30～17:30
展覧会初日の入場時刻及び最終日の最終入場時刻にご注意ください。
休室日／10月3日（月）、10月17日（月）、11月7日（月）、11月21日（月）
※新型コロナウイルスの影響により中止の場合があります。
　最新情報はウェブサイトでご確認ください。

東京都美術館のウェブサイトでは、年間のおおよその各公募展スケジュールをご確認いただけます。
展覧会開催日程や開催時間等については、団体ごとに異なりますので、各団体事務局で最新情報を
ご確認の上、ご来館ください。

東京都美術館
〒110-0007　東京都台東区上野公園8-36
TEL 03-3823-6921（代表）
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