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1985年 3月 日本中国水墨交流協会創立 初代会長 石野 久男
9月 中国美術家協会と「交流協定」締結

1986年 2月 第 1回 日中水墨画合同展開催 東京セントラル美術館
10月 第2回 日中水墨画合同展開催 福岡市美術館

1987年 6月 「第1回中日女流水墨画合同展」開催、中国画研究院、山東省美術館と共催

美術交流団員120名 の訪中団を派遣し、北京、済南で水墨画セミナーを開催

中国山東省済南市
11月 第3回 日中水墨画合同展開催 大阪・梅田近代美術館

1988年 3月 中国・文化部 (文部省中国画研究院)と [交流協定」締結
10月 第4回 日中水墨画合同展開催、中国画研究院と共催    東京・上野の森美術館

中国画家代表団を迎え 全国3ヶ所で[日 中友好水墨画セミナー」を開催
「北京国際水墨画展」に参加

1989年 12月 第5回 日中水墨画合同展開催 東京都美術館
1990年 6月 社団法人 日本・中国水墨交流協会設立 (外務大臣許可第5号 )

会長 石野 久男 名誉会長 福田 赳夫
10月 第6回 日中水墨画合同展・法人設立第1回合同展開催   東京・上野の森美術館
11月 水墨画ハワイ展開催 ハワイ・一隅会館

ハフイ大学で「水墨画セミナー」開催
1991年 11月 第7回 日中水墨画合同展。法人設立独 回合同展開催 東京・上野の森美術館
1992年 10月 第8回 日中水墨画合同展・法人設立第3回合同展開催   東京。上野の森美術館

11月 水墨画インド展開催 デリー日本国駐インド大使館広報文化センター
アーレ イルクマーク大学で「ワークショップ」を開催

1993年 5月 下関・日中水墨画合同展開催 山口県下関市立美術館
11月 第9回 日中水墨画合同展・法人設立第4回合同展開催   東京・上野の森美術館

「海外研修会Jを中国。上海にて開催

美術交流団員35名の訪中団を派遣し、上海で「水墨画交流公 ナー」を開催
1994年 3月 第10回 日中水墨画合同展開催 東京・上野の森美術館

12月 協会創立10周年、社団法人設立5周年記念「日中水墨画秀作展」開催

東京都美術館
1995年 3月 法人設立5周年記念第5回 日中水墨画合F・

j展開催、上海市美術家協会と共催

東京・上野の森美術館
9月 第2代会長 菅原 宗一

10月 第11回 日中水墨画合同展・法人設立第6回合同展開催   東京都美術館
1996年 3月 「日中水墨画等特別合同展」開催 中国・北京市故宮博物館

7月 第12回 日中水墨画合同展・法人設立第7回合同展開催、中国画研究院と共催

東京都美術館
1997年 3月 「日中国交正常化25周年記念板橋特別展 (水墨画チャリティー展)開催

板橋区産業文化会館
6月 第13回 日中水墨画合同展・法人設立第8回合同展開催   京都府文化博物館

1998年 1月 第14回 日中水墨画合同展・法人設立第9回合同展開催   東京都美術館
4月 「第2回 日中女流水墨画合同展」開催、中国・山東省女流書画家協会と共済
7月 第3代会長 高澤 寅雄

第15回 日中水墨画合同展・法人設立第10回合同展開催  東京都美術館
10月 「日中水墨画交流・天津展J開催、天津市美術家協会の招請により開催

天津国際経済貿易展覧センター

1999年 5月 「中華人民共和国建国50周年中日水墨画交流北京展J開催 北京・黄炎芸術館
7月 「日中水墨画百人展J開催 東京交通会館サロンゴールド

「中華人民共和国建国50周年中日水墨画交流東京展」開催 東京都美術館

第16回 日中水墨画合同展開催 東京都美術館
9月 舞鶴・E中水墨画合同展開催 京都府舞鶴文化会館

2000年 3月 「第3回日中女流水墨画家交流東京展、中国山東省女流書画家協会と共催

日中友好会館大ホール
6月 第4代会長 鳩山 邦夫

10月 「日本・カナダ水墨画交流展 (アクセスジャパン2000)]開催  トロント市日系文化会館
12月 第17回 日中水墨画合同展開催 東京都美術館



2001年 10月 第18回 日中水墨画合同展開催 東京都美術館
2002年 6月 第19回 日中水墨画合同展開催 東京都美術館

9月 「日中国交正常化30周年記念日本中国水墨画交流昆明展」開催 中国少数民族美術展
促進会と共催 中国・昆明市博物館

2003年 6月 第20回記念日中水墨画合同展開催 東京会場  東京都美術館
第20回記念日中水墨画合同展開催 西日本会場 兵庫県立美術館原田の森ギヤラリー

9月 「日本現代墨絵展

“

タリア、ローマ) 開催         ローマ日本文化会館
2004年 4月 第21回 日中水墨画合同展開催 東京会場  東京都美術館

第21回 日中水墨画合同展開催 九州会場  福岡市アジア美術館
2005年 4月 協会創立20周年記念第22回 日中水墨画合同展開催   東京会場  東京都美術館

協会創立20周年記念第22回 日中水墨画合同展開催   東北会場  岩手県民会館
7月 「協会創立20周年記念、終戦60周年平和祈念チャリティ水墨画展」開催

広島市アステールプラザテ
=民

ギャラリー
10月 「日中水墨交流関西支部展」開催 朝日新聞大阪本社アサコムホール

2006年 8月 第23回 日中水塁画合同展開催   東京会場  東京都美術館
第23回 日中水墨画合同展開催   関西会場  兵庫県立美術館原田の森ギャラリー

2007年 6月 第24回 日中水墨画合同展開催 東京都美術館
9月 「日中国交正常化35周年記念日本中国水墨画交流西安展」開催

中国西安市 郊西省美術博物館
2008年 2月 第25回 日本。中国水墨画合同展開催 国立新美術館

6月 「現代墨の作家展」開催 東京都美術館
9月 「 日中水墨交流関西支部展J開催 朝日新聞大阪本社アサコムホール

2009年 2月 第26回日本・中国水墨画合同展開催 国立新美術館
6月 日中水墨画合同特別展開催 東京都美術館

2010年 2月 第27回 日本・中国水墨画合同展開催 国立新美術館
3月 海外研修、ベトナムスケッチ旅行 ′ツイ、ハロン湾
6月 第5代会長 斎田 宗一

2011年 2月 第28回日本・中国水墨画合同展開催 国立新美術館
2012年 2月 第29回 日本・中国水墨画合同展開催 国立新美術館

5月 「日中国交正常化40周年記念日本中国水墨画交流済南展」開催

中国山東省済南市「園博園
鋤 13年 3月 第30回 .■L念日本。中国水墨画合同展開催 東京都美術館
2013年 3月 内閣府認定(府益担第3935号 )公益法人へ移行

「公益社団法人日本。中国水墨交流協会Jとして新たなスタート
9月 水墨画研 |(講師 :藤原六間堂 ) :・

2014年 3月 31回 日本・中国水墨画合「
2015年 " 会創立30周年記念・第32回 日本・

2015年 4月 二10周年記念移動展 帰催                ノヽ 王子芸術 文化
10月 6代会長 自石 英行

2016年 3月 第 33同 日本 。中国水墨画

2016年 6月 1墨画 研 修 会 (講師 :顧間 馬 嬬 ) ざ事務所
2017年 3月 ,34回 日本・中国水墨画合「

'35同

日本o中国7k慕面合庁2018年 3月 日中国交正常化45周年記念展 |

2018年 6月 水墨画研 1郎、結城天鼓、淡嶋斧 F

2019年 3 ,36回 日本 。中国水墨 画合同展開催 1日 中平和友好条約締結 40周年記念 1 東京都美術鯖
2019年 3月 水墨画研修会 (講師:蘭Pun夕龍 郎、結琥美

2020年 3月
第37回 日本・中国水墨画合同展 応募作品の審査・授賞作品決定・図録作成まで完了
″新型コロナウイルス感染拡大防止の為、東京都美術請展示中 l「 (国・内閣府の自粛藝譜に従り

2021年  3
'38回

日本・中国水墨画合「


