
小川芋銭没後開催展覧会歴

北畠健編著                 ◎本年表の無断転載を禁じます。

展覧会期 展覧会名 会場 備考

1939,04,06〜04,07 故小川芋銭翁遺墨常南展覧会 長禅寺（取手市）

1939,10,18〜10,22 某家所蔵故富田渓仙小川芋銭両大家作画展 日本橋 白木屋 4階サロン

1939,10,25〜10,28 小川芋銭画伯遺作カッパ百戯展 日本橋 高島屋

1939,12,01〜12,07 故小川芋銭遺作展 上野公園 日本美術協会列品館

1940,03,09〜03,14 小川芋銭翁遺墨展 上野 松坂屋6階祭場

1940,11,20〜11,24 小川芋銭画伯遺作小品画展 日本橋 高島屋8階

1941,07,15〜07,30 小川芋銭展 大礼記念京都美術館

1941,09,23〜09,26 平福百穂 小川芋銭 遺作展覧会 大阪高島屋 6階工芸品部

1946,09,   〜 小川芋銭先生遺作追悼展 行幸亭（新潟市） 会期不詳

1948,03,12〜03,19 小川芋銭先生遺墨展 日本橋 高島屋

1950,12,01〜12,03 小川芋銭翁遺作展並ニ現代大家新作画展 水戸商工会議所

1952,11,23〜11,29 小川芋銭遺作展 上野 松坂屋

1953,03,25〜03,29 小川芋銭遺墨展 日本橋 高島屋

1954,07,04〜07,10 小川芋銭遺作展 風流河童会展 日本橋 白木屋

1954,10,10〜10,15 小川芋銭 平福百穂 吉川霊華 三人展 日本橋 白木屋

1954,11,23〜11,29 小川芋銭遺作展 上野 松坂屋

1955,10,15〜10,31 小川芋銭翁遺作展 茨城県立美術館

1955,10,15〜10,31 小川芋銭遺作展 茨城県立美術館

1955,12,09〜12,12 暮鳥三十年祭記念「暮鳥と芋銭」遺品展示会 川又書展ギャラリー（水戸市） 　

1958,07,19〜08,31 四人の作家 東京国立近代美術館

1958,08,12〜08,17 異色作家シリーズ第7回 小川芋銭展 東横百貨店（渋谷）

1958,11,04〜11,09 小川芋銭小品展 上野 松坂屋7階画廊

1959,10,30〜11,08 鉄斎・芋銭展 茨城県立美術館

1959,12,18〜12,19 小川芋銭小品展 上野 松坂屋

1960,08,23〜08,28 芋銭名作展 日本橋 三越7階

1961,07,15〜07,20 芋銭名作展 名古屋 丸栄7階

1962,10,12〜10,17 日仏文化交流 日本文人画国内披露名作展 日本橋 白木屋

1963,04,06〜05,19 小川芋銭・森田恒友展 神奈川県立近代美術館

1963,10,11〜10,16 22人の異色作家展 東横百貨店西館7階特別会場

1963,10,23〜10,30 小川芋銭 森田恒友 小杉放菴 三人展 茨城県立美術館（県立図書館内）

1963,12,03〜12,11 山村暮鳥生誕100年記念 第一回茨城文学展 県民文化センター（水戸市）

1965,06,11〜06,20 渓仙・芋銭展 高岡市美術館

1966,04,18〜04,27 美の美の美 小川芋銭百魔絵巻と小品展 ふじきギャラリー（東京 京橋）

1967,01,07〜01,22 小川芋銭展 茨城県立美術博物館

1969,03,17〜03,22 小川芋銭小品展 柊美術展

1970,01,02〜01,07 小川芋銭展 京成霞百貨店（土浦市）



1973,02,   〜02,17 小川芋銭展 ギャラリー八重洲（京橋）

1975,01,   〜01,31 平常展 小川芋銭展 茨城県立美術博物館

1977,04,15〜04,19 小川芋銭展 水戸伊勢甚 ３階催場

1977,06,16〜06,30 俳画と小品の小川芋銭展 大和田画廊

1980,01,18〜01,23 小川芋銭名品展 松屋銀座7階画廊

1980,02,01〜02,26 新収蔵 小川芋銭展 茨城県立美術博物館 前期展

1980,03,01〜03,26 新収蔵 小川芋銭展 茨城県立美術博物館 後期展

1981,01,   〜02,18 小川芋銭名品展 茨城県立美術博物館

1981,09,26〜11,03 仙境の画人 小川芋銭展 神奈川県立近代美術館

1982,02,18〜03,27 俗中の仙人ー芋銭の世界　小川芋銭展 茨城県立美術博物館

1984,01,   〜02,12 第6回平常展「小川芋銭展」 茨城県立美術博物館

1984,10,21〜11,06 小川芋銭展 銚子市立青少年文化会館

1984,11,22〜12,25 小川芋銭展 藝文ギャラリー（常陽第百郷土会館内）

1985,03,04〜03,16 水魅山妖・田園の詩と唄 小川芋銭展 鹿野苑画廊（港区南青山）

1988,01,04〜01,19 生誕120年 小川芋銭展 小田急百貨店（新宿）

1988,01,09〜02,14 第6回平常展 ー県内所蔵によるー 小川芋銭展 茨城県立美術博物館

1988,02,06 〜02,17 小川芋銭と周辺作家展 西友牛久店5階牛久ホール

1988,02,11〜02,14 生誕120年記念 小川芋銭展 牛久市民センター

1988,01,29〜02,02 小川芋銭先生没後50年記念展 エスカードホール（牛久市） 巡回展

1988,02,27〜02,29 小川芋銭先生没後50年記念展 亀城プラザ（土浦市） 巡回展

1988,04,   〜04,30 小川芋銭先生没後50年記念展 ギャラリー若野屋（古河市） 巡回展

1988,05,12〜05,25 小川芋銭展 水戸西部 ６階美術サロン

1988,07,01〜07,03 小川芋銭 本と絵画展 水海道市立図書館２階

1989,05,11〜05,16 小川芋銭展 亀城プラザ２階（土浦市）

1990,09,19〜09,23 丹波ゆかりの巨匠 鉄斎と芋銭展 兵庫県立丹波文化会館

1990,10,03〜11,18 第１常設展示室 ー日本画ー 小川芋銭展 茨城県近代美術館

1990,10,20〜10,25 画聖 小川芋銭　ー名作百選ー 常陽藝文センター４階 藝文アリーナ（水戸市）

1991,05,   〜05, 小川芋銭と水戸時代展 古美術妙童水戸サロン（水戸市）

1991,09,17〜09,23 水魅山妖 小川芋銭展 日本橋三越本店6階美術サロン

1992,01,14〜02,16 第１常設展示室 ー日本画ー 小川芋銭を中心に 茨城県近代美術館

1992,05,19〜05,31 民俗資料館第６回特別展　泊雲・泊月・芋銭展 市島町民俗資料館（兵庫県）

1992,12,   〜12, 小川芋銭展 亀城プラザ（土浦市）

1993,01,12〜02,21 第１常設展示室 ー日本画ー 小川芋銭の世界 茨城県天心記念五浦美術館

1993,04,08〜05,16 小川芋銭展 東京国立近代美術館

1994,01,19〜02,20 第１常設展示室 ー日本画ー 小川芋銭名品展 茨城県近代美術館

1994,09,18〜09,24 小川芋銭展 三彩洞美術店（水戸市）

1995,04,08〜05,14 茨城・栃木・群馬三県交流 北関東の文人画 茨城県近代美術館

1995,05,17〜05,30 小川芋銭展 赤坂美術ピアタウン２階（土浦市）

1995,11,08〜11,28 開館八周年記念　芋銭先生雨情先生資料展 府中文庫照光園

1996,01,05〜02,04 新春 日本画展 常陽史料館（水戸市）  



1996,02,15〜04,07 第１常設展示室 水墨画を中心に 茨城県近代美術館  

1998,04,08〜05,31 第１常設展示室 没後６０年記念 小川芋銭特集展示 茨城県近代美術館

1998,11,10〜11,15 牛久が生んだ画人 小川芋銭作品展 牛久市立中央公民館

1999,09,01〜10,24 第１常設展示室 小川芋銭の世界 茨城県近代美術館

2000,02,26〜04,16 さしま郷土館ミューズ 収蔵美術品展 さしま郷土館ミューズ（坂東市）  

2001,07,14〜07,25 小川芋銭名品展 赤坂美術（土浦市）

2002,09,11〜10,20 第１常設展示室 特集展示 小川芋銭展 茨城県近代美術館

2002,10,26〜11,04 利根町で過ごした芋銭翁の日々を探る 小川芋銭展 利根町歴史民俗資料館

2005,11,19〜12,02 第1回 小川芋銭展 シャトーカミヤ本館2階（牛久市）

2007,06,08〜07,22 所蔵品展　田園の理想郷　小川芋銭の世界 茨城県天心記念五浦美術館

2007,06,19〜07,29 会津を訪れた画家たちー喜多方美術倶楽部 福島県立博物館

2007,10,06〜11,14 小川芋銭 河童百図展 茨城県立歴史館

2007,10,20〜10,28 牛久沼に生きた 画聖芋銭展 牛久大仏胎内2階「念仏の間」

2008,02,15〜02,29 第2回 小川芋銭展 シャトーカミヤ本館2階（牛久市）

2008,05,30〜07,13 田園交響詩ー芋銭・巣居人を中心にー 茨城県天心記念五浦美術館

2008,11,07〜11,13 第６０回 書画逸品展 鍋屋美術店（笠間市）

2009,04,15〜06,14 第１常設展示室 新収蔵品を中心に 茨城県近代美術館  

2009,10,10〜11,23 文化の力 福島と近代美術 福島県立美術館

2009,11,07〜11,23 第３回 小川芋銭展 シャトーカミヤ本館2階（牛久市）

2010,04,09〜05,23 小川芋銭と珊瑚会の画家たち 愛知県美術館

2010,04,29〜05,09 写真にみる芋銭の歴史展 かっぱの里生涯学習センター

2012,03,17〜05,20 小川芋銭展ー震災後の眼で、いまー 茨城県近代美術館

2013,01,24〜01,29 〜時代を駆け抜ける〜 小川芋銭と茨城の作家展 京成百貨店（水戸市）  

2013,09,14〜10,14 第4回 小川芋銭展 牛久エスカードビル４階エスカードスタジオ

2015,09,19〜11,18 丹波と芋銭 丹波市立植野記念美術館

2017,11,30〜2018,02,27 郷土の日本画家 小川芋銭の世界Ⅰ 前期 牛久市かっぱの里生涯学習センター 絵画は複製画

2018,03,01〜05,29 郷土の日本画家 小川芋銭の世界Ⅰ 後期 *予定 牛久市かっぱの里生涯学習センター 絵画は複製画
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