
アート山１０周年記念　「愉快な仲間たち展 in 淡路夢舞台」出展目録　　 2012年12月1日（土）～12月10日（月） 　淡路夢舞台・国際会議場２Ｆ回廊ギャラリー

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 やまのあなた 枚方市 27 笹田 康子 か　に 神戸市 56 原田 和文 浮　遊 洲本市

2 安藤 史隆 赤い狛犬 西宮市 28 椹木 佳子 哀　愁 吹田市 原田 和文 沈 洲本市

安藤 史隆 サ ン タ 西宮市 29 島野 陽子 暗　愁 南あわじ市 57 原田 みゆき 春を待つ人 洲本市

3 岩崎 タキ おしゃべり 箕面市 島野 陽子 秋のひと時 南あわじ市 原田 みゆき 可　憐 洲本市

4 鵜川 喜久子 早　春 伊丹市 30 島本 健二 晩秋の南禅寺・水路閣 尼崎市 58 藤田 安臣 トルコ・パムッカレ 宝塚市

鵜川 喜久子 祈　り 伊丹市 31 下村 淳美 カリフラワー 豊中市 藤田 安臣 奥入瀬の初夏 宝塚市

5 浦野 倬史 まどろみ 宝塚市 32 須藤貴司・華子 海（淡路島の夏） 大阪市 59 星野 干城 サント・ヴィクトワール山 西宮市

浦野 倬史 水　門 宝塚市 　　  真羽・蒼羽 星野 干城 ｳﾞｧﾝドーム・ドゥ・パピヨン 西宮市

6 浦野 さち子 シクラメン 宝塚市 33 施永 宗三郎 ど や 顔 西宮市 60 保宗 貞男 古 民 家 淡路市

浦野 さち子 ラ ン プ 宝塚市 施永 宗三郎 夢 の 中 西宮市 保宗 貞男 本を読む女 淡路市

7 大石 可久也 根釧原野 淡路市 34 千崎 勝廣 椅子上の静物 赤穂市 61 前田 華汀 ふるさと 養父市

大石 可久也 ホロフンベの港 淡路市 35 高孝 壬津子 遊 宝塚市 前田 華汀 君 の 夢 養父市

8 大石 鉦子 は　な 淡路市 36 高崎 尚昭 祇園白川 堺市 62 松田 一戯 初夏のころ 養父市

9 大保 セツ子 届けもの 川西市 高崎 尚昭 坂本の石垣 堺市 松田 一戯 龍にのる 養父市

大保 セツ子 くじゃく 川西市 37 多木 久恵 The Creation of Life 芦屋市 63 松田 京子 寒 い 日 養父市

10 岡西 進 睨　む 神戸市 38 田中 今子 いのちのこえ 養父市 松田 京子 好 き ！ 養父市

岡西 進 そ よ ぐ 神戸市 田中 今子 ラブ・ラブ・ラブ 養父市 64 三木  衛 漁港の小さな造船所 神戸市

11 岡村 和佳 帰 り 船 大阪市 39 谷口 あつ子 始（はじめ） 神戸市 65 岬　和男 Ｆｌｏｗｅｒ to flower 神戸市

岡村 和佳 夕景讃歌 大阪市 谷口 あつ子 位（い）－２ 神戸市 66 水谷 喜美子 謐 守口市

12 尾崎 泰弘 淡路市 40 谷口 佳以子 あじさい １ 豊中市 67 水谷 浩三 SUD TUNISIEN 守口市

谷口 佳以子 あじさい ２ 豊中市 水谷 浩三 作　品 守口市

13 尾島　守 旧居留地の早朝 神戸市 41 谷口 進一 天照おばちゃま大御神 神戸市 68 湊 布佐子 ウエルカム・アート山 淡路市

14 海堀 昭子 寒あやめ 豊中市 42 檀野 計蔵 作　品 西宮市 69 森本 正義 御 堂 筋 西宮市

海堀 昭子 椿 豊中市 43 辻　貞夫 神の御業 淡路市 70 門  尚美 あみもよう 淡路市

15 川辺 嘉章 休　息 神戸市 辻　貞夫 汚れなき山の湖 淡路市 門  尚美 じっと、そっと 淡路市

16 北村 澄子 夢舞台 in Awaji 豊中市 44 辻野 克馬 ベ ニ ス 吹田市 71 山崎 文子 白いドレスの人形 東大阪市

17 木村 みつ子 かくれんぼ 明石市 45 辻野 玲子 民族帽子の女性 吹田市 山崎 文子 黒いレオタードの女 東大阪市

18 楠森 道剛 あ か り 茨木市 46 中田　實 旅路（モロッコ） 京都市 72 遊木 真帆 島 の 子 淡路市

楠森 道剛 裏の小道 茨木市 中田　實 市場へ（モロッコ） 京都市 遊木 真帆 ぴーちゃん 淡路市

19 久保 拓也 Home　ｏｕｔ 洲本市 47 中野 すみれ ふるさとの祭 西宮市

20 黒川 順次郎 とうがらし 西宮市 48 中村 喜美江 三人の賢者 淡路市

21 桑島 紳二 動 と 静 芦屋市 中村 喜美江 黄　昏 淡路市

22 桑田 雅子 La Vie 洲本市 49 中村 陽江 命の扉　愛　アリア　秘密の呪文 宝塚市

23 上滝 公子 しまのくらし 西宮市 50 新阜 百合枝 秋の実り 淡路市

24 小林 祐子 Beauty Stay 大津市 51 西山 眞理子 旧きものと共に 枚方市

小林 祐子 Ｌｏｆｔ 大津市 52 野の花工房 石 埋 壺 淡路市

25 小山 敏子 涅槃一刻 淡路市 野の花工房 草 木 染 淡路市

小山 敏子 蜘蛛の糸 淡路市 53 長谷 俊明 水揚げを終えて 市原市

26 近藤 研秀 李 白 詩 養父市 54 羽田 英彦 位相　１２６６ 西宮市

近藤 研秀 すずめのかあさん 養父市 55 濱田 真理 オマージュ ア モランディ 豊中市
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