
展覧会名 会期 会場 大人一般料金 メンバー優待

コレクションルーム春期「絵になる京都」 4/29～7/10 本館1階南回廊 730円 ※市外料金
何度でも無料

(会員カード提示)

彦坂敏昭：砂のはなし 5/31～9/25 ザ・トライアングル 無料 無料

アベンジャーズ展 7/8～8/26 新館東山キューブ 2,400円

1回目 一般1,100円

2回目以降は一般料金

（会員カード提示）

コレクションルーム夏期

「幻想の系譜―西洋版画コレクションと近代京都

の洋画」

7/16～9/25 本館1階北回廊 730円 ※市外料金
何度でも無料

(会員カード提示)

綺羅
き ら

めく京の明治美術ー

世界が驚いた帝室技芸員の神業

前期 7/23～8/21

後期 8/23～9/19
本館1階南回廊 1,800円

前後期で1回無料

2回目以降は団体料金

(会員カード提示)

アンディ・ウォーホル・キョウト/

ANDY WARHOL KYOTO
9/17～2023/2/12 新館東山キューブ

土日祝 2,200円

平　日 2,000円
未定

サンリオ展 ニッポンのカワイイ文化60年史 10/7～12/11 本館2階北回廊 未定 未定

ボテロ展　ふくよかな魔法 10/8～12/11 本館1階北回廊 未定 未定

展覧会名 会期 会場 大人一般料金 メンバー優待

Ge展
6/28～7/3

最終日15時30分まで
本館2階北回廊 無料 無料

第44回 日本新工芸展 6/28～7/3 本館2階南回廊 600円
無料

(会員カード提示)

74回 三軌会京都展

7/5~7/10

全日17時まで

最終日15時まで

本館2階北回廊 500円
無料

(会員カード提示)

第91回 第一美術京都展 7/5~7/10 本館2階南回廊 600円
無料

(会員カード提示)

第59回 水穂書展

7/15~7/17

全日17時まで

最終日16時まで

本館2階北･南回廊 無料 無料

第70回記念光陽展京都準本展
7/19~7/24

最終日16時まで
本館2階南回廊 無料 無料

第101回 平安書道会公募展
7/21~7/24

最終日17時まで
本館2階北回廊 無料 無料

線と円－第27回 尖×第2回 NIHONGA〇(en)－ 7/26~7/31 本館2階北西 無料 無料

LINK展19
7/26~7/31

最終日16時まで
本館2階南回廊 無料 無料

水明書道会 創立75周年記念 2022年度水明書展

第72回 一般部　第70回 青少年部
8/4~8/7 本館2階北･南回廊 無料 無料

第16回 湖都古都芸術展

8/9~8/14

全日17時まで

最終日16時まで

本館2階北東 無料 無料

第57回 関西国展 8/10~8/14 本館2階南回廊 700円
200円

(会員カード提示)

第73回 毎日書道展関西展
8/17～8/21

最終日16時まで
本館2階北･南回廊 600円

無料

(会員カード提示)

※6月15日時点での情報です。（本館の主催展・共催展以外は9月末までのスケジュールとなります）

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、

※京都市京セラ美術館又は各美術館・百貨店等のホームページで最新情報をご確認いただきますようお願い申し上げます。

　開催予定の展覧会が変更・中止となる可能性がございますのでご了承ください。

※ 月曜日（祝日の場合は開館）は休館日のためご注意ください。

■展覧会予定（京都市京セラ美術館　本館）

　<主催展　共催展＞

＜催し＞

展覧会のお知らせ
京都市京セラ美術館 メンバーシップ事務局

〒606-8344 京都市左京区岡崎円勝寺町 124

TEL 075-771-4107



第37回 隨風會書法篆刻展

8/23~8/28

全日17時まで

最終日16時まで

本館2階北回廊 無料 無料

第39回 産経国際書展関西展
8/24~8/28

全日17時まで
本館2階南回廊 無料 無料

第75回記念 示現会京都展
8/30～9/4

最終日17時まで
本館2階南回廊 無料 無料

第72回 京都勤労者文化祭書道展
9/1～9/4

最終日17時まで
本館2階北回廊 無料 無料

第38回 読売書法展 関西展

9/7～9/11

全日17時まで

最終日16時まで

本館2階北･南回廊 600円
無料

(会員カード提示)

第57回 現創会書展

9/16～9/18

全日17時まで

最終日16時まで

本館2階北･南回廊 無料 無料

第46回 公募昭和美術会展 9/20～9/25 本館2階南回廊 800円
無料

(会員カード提示)

第57回 主体展 9/27～10/2 本館2階南回廊 800円
400円

(会員カード提示)

展覧会名 会期 会場 大人一般料金 メンバー優待

第36回 関西扇面芸術展
6/28～7/3

最終日16時まで
別館1階･2階 無料 無料

第76回 文人展
7/5～7/10

最終日17時まで
別館1階･2階 無料 無料

はらから書展ー宮川修、奥村耕司遺作展 併催ー
7/12～7/17

最終日16時まで
別館1階 無料 無料

第28回 野のはな書展
7/12～7/17

最終日17時まで
別館2階 無料 無料

第2回 現在日本画研究会
7/19～7/24

最終日16時まで
別館1階 無料 無料

第67回 平安南画壇展
7/19～7/24

全日17時まで
別館2階 無料 無料

第96回 国展 工芸京都展 7/26～7/31 別館1階 無料 無料

第40回 京都水彩 会員・会友作品展
7/26～7/31

最終日17時まで
別館2階 無料 無料

公募 第1回 大潮友彩展
8/2～8/7

最終日15時まで
別館1階 無料 無料

第84回 京都写真サロン

8/9～8/14

初日14時から

最終日17時まで

別館1階 無料 無料

改組 新 第1回龍子会書展
8/24～8/28

全日17時まで
別館1階･2階 無料 無料

第46回 日中友好京都きりえ展
8/30～9/4

最終日16時まで
別館1階 無料 無料

第11回 SYOサロン展
8/30～9/4

最終日17時まで
別館2階 無料 無料

第109回 日本水彩京都巡回展

第20回 日本水彩関西支部合同展

9/6～9/11

最終日16時まで
別館1階･2階 無料 無料

第26回 日下部美術教室展
9/13～9/18

最終日16時まで
別館2階 無料 無料

第41回 魁書道展
9/15～9/18

最終日12時30分まで
別館1階 無料 無料

令和4年度 京都書道連盟展(公募)
9/21～9/25

最終日17時まで
別館1階･2階 無料 無料

令和4年度 京都市幼児・児童・生徒作品展及び姉

妹都市交歓作品展

9/28～10/2

全日17時まで
別館1階･2階 無料 無料

■2022年度展覧会予定（京都市美術館　別館の催し）



■展覧会予定（京都ミュージアムズ・フォー、細見美術館の催し）

会場 展覧会名 会期 一般料金 メンバー優待

MONDO 映画ポスターアートの最前線 5/19～7/18 430円

没後50年 鏑木清方展 5/27～7/10 1,800円

生誕100年 清水九兵衞／六兵衞 7/30～9/25 1,200円

京都国立博物館
河内長野の霊地 観心寺と金剛寺

─真言密教と南朝の遺産─

前期 7/30～8/21

後期 8/23～9/11
1,200円

団体料金

（会員カード提示）

京都文化博物館

＜特別展＞
連載完結記念 ゴールデンカムイ展 7/9～9/11 1,500円

団体料金

（会員カード提示）

京都文化博物館

＜総合展示＞

没後70年 梥本一洋

～優美なる日本画の世界～
6/4～7/31 500円

団体料金

（会員カード提示）

細見美術館
美しき色、いにしへの裂 ―〈ぎをん齋

藤〉と〈染司よしおか〉の挑戦―
7/2～8/28 1,400円

優待料金

（会員カード提示）

会場 展覧会名 会期 一般料金 メンバー優待

時間～TIME BOWIE×KYOTO×

SUKITA

リターンズ 鋤田正義写真展

6/25～7/24 900円

テレビシリーズ放送開始15周年記念

ひつじのショーン展
7/30～9/4 900円

美術館「えき」KYOTO 開館25周年記念

シダネルとマルタン展 最後の印象派
9/10～11/6 1,100円

無料

（会員カード提示）

ディズニー キャッツ＆ドッグス 8/11～8/29 1,000円

とびだせ 長谷川義史展 9/17～10/3 900円

京都高島屋7階

グランドホール

刺繡絵画の世界展

明治・大正期の日本の美
9/15～9/26 1,000円

無料

（会員カード提示）

会場 展覧会名 会期 一般料金 メンバー優待

中信美術館 下保昭展 幽玄へのいざない 7/1～8/12 無料 無料

100円割引

（会員カード提示）美術館「えき」KYOTO

ジェイアール京都伊勢丹

7階隣接

大丸京都店6階

大丸ミュージアム

無料

（会員カード提示）

■2022年度展覧会予定（百貨店の催し）

団体料金

（会員カード提示）
京都国立近代美術館


