
第５回　淡路大磯アート山と愉快な仲間たち展　出展目録　　2011年12月9日（金）～12月14日（水） 　淡路市立ひがしうら文化館サンシャインホールギャラリー

No 氏名 題名 住所 No 氏名 題名 住所 No 氏名 題名 住所

1 安孫子 百合 とびらをあけてあいにいく 枚方市 杉本 勲 釣フクロウ 淡路市 星野 干城 動物たち 西宮市

安孫子 百合 プロチータのネコ家 枚方市 28 施永 宗三郎 Ｗａｌｌ 西宮市 星野 干城 鳥たち 西宮市

安孫子 百合 洞窟建築 枚方市 施永 宗三郎 アトリエ 西宮市 星野 干城 おもちゃ 西宮市

安孫子 百合 海のおくり物 枚方市 施永 宗三郎 アート山の夏片隅 西宮市 50 前川 和昭 ＷＯＲＫＳ　２０１１－１４ 洲本市

安孫子 百合 海のおくり物 枚方市 29 千崎 勝廣 生 赤穂市 51 三木 衛 赤いスベリ台のある小公園と白壁カフェ 神戸市

2 稲井 てる子 冬日 淡路市 30 高孝 壬津子 遊 宝塚市 三木 衛 美女図／游優華 神戸市

3 岩崎 多喜 ひらり、ひら、 箕面市 高孝 壬津子 遊 宝塚市 三木 衛 美女図／恋恋華 神戸市

4 上田 弘子 えほん 淡路市 高孝 壬津子 遊 宝塚市 52 水谷 喜美子 二人 守口市

5 鵜川 喜久子 祈り 伊丹市 高孝 壬津子 遊 宝塚市 水谷 喜美子 山間の村 守口市

鵜川 喜久子 コスモス 伊丹市 31 高田 一法 魚型大皿 淡路市 水谷 喜美子 プロチーダ島 守口市

6 大石 可久也 漁夫 淡路市 高田 一法 熊本城 淡路市 53 水谷 浩三 マテーラ 守口市

7 大石 鉦子 乳母車 淡路市 高田 一法 花絵プレート（高田志津世） 淡路市 水谷 浩三 モデルＭ 守口市

8 大西 美栄子 瞬 箕面市 高田 一法 器（高田志津世） 淡路市 水谷 浩三 Ｎ氏像 守口市

大西 美栄子 瞬 箕面市 32 多木 久恵 Ｏｕｒ Ｓｏｕｌｓ 芦屋市 水谷 浩三 Ｙ子像 守口市

9 大保 セツ子 チワワ 川西市 33 谷口 あつ子 降る（モナドシリーズ） 神戸市 54 湊 布佐子 ウエルカム アート山 Ａ 淡路市

大保 セツ子 鹿のいこいの場所 川西市 34 谷口 佳以子 なかまたち 豊中市 55 宮崎 五郎 コーヒーブレーク 尼崎市

10 岡西 進 カボチャ 神戸市 35 谷口 進一 定年帰農 神戸市 56 向芝 節男 憩 西宮市

岡西 進 交わり 神戸市 36 田渕 幹夫 駒ヶ根・回想 奈良市 57 森 卓四郎 鰹 淡路市

岡西 進 作品Ａ 神戸市 37 檀野 計蔵 黙想 西宮市 58 森本 正義 摂津峡 西宮市

11 奥田 喜一 さくら 守口市 檀野 計蔵 静思 西宮市 森本 正義 二月堂 西宮市

奥田 喜一 ＹＡＴＡＧＡＲＡＳＵ 守口市 38 辻野 克馬 奥入瀬川 吹田市 59 山岡 正美 ＨＡＮＡ-2311 大阪市

12 尾崎 泰弘 ＢＩＧ ＢＡＮＧ 盤 淡路市 辻野 克馬 琉球村 吹田市 山岡 正美 ＨＡＮＡ-2307 大阪市

13 川畑 勝美 ＨＡＮＡ 芦屋市 39 辻野 玲子 ドライフラワー 吹田市 山岡 正美 土俗-2311 大阪市

川畑 勝美 ＨＡＮＡ 芦屋市 40 辻 文作 洋なし 大阪市 60 やまぐち くにこ へりくつの孵化 洲本市

14 川辺 嘉章 慟哭 神戸市 41 南波 靖造 内的空間 芦屋市 61 山崎 文子 玉ねぎ 東大阪市

15 木村 みつ子 アート山からの海と壷 明石市 南波 靖造 内的空間 芦屋市 62 山田 国蔵 白の世界 淡路市

木村 みつ子 すいとぴーい 明石市 42 新阜 歳也 やさいたち 淡路市 63 山脇 慎也 窓辺 神戸市

16 楠森 道剛 スモーク ガール 尼崎市 43 新阜 百合枝 アート山の夏 淡路市 山脇 慎也 壁 神戸市

17 久保 拓也 ａｒｔ って？ 洲本市 44 西山 眞理子 黄色い壁の家 枚方市 山脇 慎也 ＨＡＴＥ 神戸市

18 桑島 紳二 無題 芦屋市 西山 眞理子 スカンノ 枚方市 64 吉井 裕 カレンダー 西宮市

19 五彩奏 石上栄毅：写真６枚 洲本市 西山 眞理子 マテラーの朝 枚方市

五彩奏 原田文裕：写真３枚 洲本市 45 野の花工房 六角壷 淡路市

20 小林 裕子 ＮＩＣＥ 大津市 野の花工房 シルクマフラー（セイタカアワダチ草染） 淡路市

小林 裕子 ＰＯＲＴ 大津市 野の花工房 シルクストール（スオウ染） 淡路市

21 小南 公子 無題 淡路市 46 濱田 真理 カノン 豊中市

22 笹田 康子 ゆず 神戸市 濱田 真理 ラルゴ 豊中市

23 椹木 佳子 熱情 吹田市 47 平池 信行 ひかり 南あわじ市

24 島野 陽子 スイトピー 南あわじ市 48 藤田 安臣 アート山美術館１ 宝塚市

島野 陽子 窓から見える景色 南あわじ市 藤田 安臣 アート山美術館２ 宝塚市

25 城下 佳子 水仙 淡路市 藤田 安臣 時計 宝塚市

26 末澤 多美子 雪だるま 大阪市 49 星野 干城 動物園 西宮市

末澤 多美子 絵皿 大阪市 星野 干城 散策 西宮市

27 杉本 勲 つくばい 淡路市 星野 干城 とんび 西宮市

杉本 勲 梟灯り 淡路市 星野 干城 運河 西宮市

杉本 勲 割れ花瓶 淡路市 星野 干城 ロシア人形 西宮市

主催　ＮＰＯ法人　淡路大磯アート山を創る会


