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■大阪市 -2
オリンパスプラザ大阪
オリンパスプラザ大阪

ギャラリー
オープンフォトスペース

キヤノンギャラリー梅田

「ケースケ・ウッティー 写真展「ゴリラボヤージャー 2011」
～東から西へ～ ( 東のゴリラ編 )-」
辻久志「小さな
コケの写真展」

オリンパスデジタルカレッジ「PhotoArtist 作品展」

黒白冩眞展覧会●八

gallery maggot
gallery 10：6

GOTO AKI 写真展「LAND ESCAPES 2
─ Japan ─」

廃景● 10

植物図鑑● 2

公開グループ展
「《朱》夏 ～《朱》雀」

公開グループ展「あ !」

南船場フォトウォーク 2013

福重明子「あなたこなた」〜 8/3
「記憶の中から XII」
ナダールおやじの会

最初の一歩の写真展「STEP」

内山英明写真展
「アトムワールド ATOM WORLD」

小林紀晴写真展

ニッコールクラブ 森田三郎写真展「もう だれも来ない - ある
銀座支部
レジャーランドの終息」

「Tuvalu exhibition」北﨑元

菊池東太写真展「白亜紀の海 2」

吉原かおり写真展
「サヨナラと香辛料」

森本富雄写真展「水都大阪・今 !」

牧野昭子写真展「記憶をたずねて」

和田悟志写真展
「すべてそこにある」

太田祐貴「生命のきらめき」

岡本 茜「Portfolio」

ハッテンギャラリー

平野祐子写真展「通過」

BEATS GALLERY

共鳴 – RESONANCE

WOMAN

KP910 展
阪南大学

EGG OR STONE?

百々新写真展「対岸」2013 年第 38 回木村伊兵衛写真賞受賞作品～ 8/29

二科会写真部
大阪支部写真展

福田健太郎写真展「 泉の森 」

フォト釉 ( ゆう ) 写真展「四季彩光」

佐伯義勝「料理写真の世界」おいしい
瞬間をカメラに食べさせる !

鳥谷拓之写真展
「京の奥座敷 北山杉の里」

山崎隆行
「面ノ木の森」

越水邦子「タカラヅカ」～光の誘惑～

第 5 回 PPAC 展 / 大阪

第 3 回京都舞妓大撮影会入賞作品展

JPS2013 年新入会員展
「私の仕事」( 大阪展 )

吉村 HANA 専科
2013 年写真展

うえろくカメラ写真展 Vol.3
「スマホ de Self-expression」

ミカサカメラ撮影会優秀作品展

腕自慢フォトコンテスト入賞作品展

JPS2012 入会関西会員展
「 関西から写真の力」

富士フォトギャラリー大阪

公益社団法人 日本広告写真家協会 (APA)

1

マシカク展

D 研写真展

フォトグループ SUN'77 展

ビジュアルアーツ専門学校・大阪
1 年次学年末制作展

富士フイルムフォトサロン大阪

※ご注意

南船場 4 ギャラリー共同企画写真展
「南船場フォトウォーク」

安掛正仁写真展「蛞蝓草子」

ニコン・フォトスクエア

ビジュアルアーツギャラリー大阪

「夜歩き隊」

中本具幸「DOWN TIME」

NADAR/OSAKA

ピルゼンギャラリー

地蔵ゆかり「LIVING AT KILLING
FIELDS キリングフィールドに生きて」

公開グループ展「モノクロ」

The Third Gallery Aya

大阪ニコンサロン
ニコンサロン bis 大阪

2013 年あじさい会 写真展「花」～ 8/7

全日本写真連盟 関西本部「風景フォト展 2013」

堀光治写真展「新・家族写真」宣言
～写真館へ行こうよ。～

猪俣肇写真展「消えない残響
:a case of Manhattan」

米屋こうじ

ギャラリー・アビィ

佐藤倫子写真展「HOPSCOTCHINGS」
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原田 佐夜子 ・ 野中 公
飛騨の郷 二人展

御山忠志写真展

岡本梓写真展
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実際にお出かけの際は、必ず各会場のサイトを参照して、電話で確認をされることをおすすめします。
無休のギャラリーと定期的に休館のギャラリーがあります。このカレンダーには休館日を記載していません。

