
第７回　愉快な仲間たち展 in 淡路夢舞台　出展目録
　　 2013年12月1日（日）～12月10日（火） 　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

1 安孫子 百合 ねこやま 枚方市 31 高崎 尚昭 五箇荘町 堺市

2 安藤 史隆 鳳凰と龍 西宮市 高崎 尚昭 日吉大社にて 堺市

3 石上 栄毅 大石画伯 洲本市 32 多木 久恵 The Creation of Life 芦屋市

石上 栄毅 アトリエの一画にて 洲本市 33 多木 秀雄 朝日に染まるマッターホルン 芦屋市

4 岩崎 タキ マリアンヌ 箕面市 34 田中 今子 空を見ている 養父市

5 上田 弘子 熊野古道を行く 淡路市 35 谷口 あつ子 Don't touch 神戸市

上田 弘子 仲間たち 淡路市 36 谷口 佳以子 ドライフラワー 豊中市

上田 弘子 神戸を翔る 淡路市 37 谷口 進一 ザゼンソウ　顔面問答 神戸市

6 鵜川 喜久子 あじさい 伊丹市 38 檀野 計蔵 ２０１３－女 西宮市

7 浦野 倬史 尾道にて 宝塚市 39 辻　貞夫 彼岸花 宇治市

浦野 倬史 BOKU MOKU 宝塚市 辻　貞夫 花縮砂（ジンジャー） 宇治市

8 浦野 さち子 Dear Friend Ⅰ 宝塚市 40 辻野 克馬 花咲く庭 吹田市

浦野 さち子 Dear Friend Ⅱ 宝塚市 41 辻野 玲子 春を待つ 吹田市

9 大石 可久也 ゴメとカラス 淡路市 42 中川 陽一 光と影 宝塚市

大石 可久也 架橋 淡路市 43 中田　實 遊牧民 京都市

10 大石 鉦子 夢 淡路市 中田　實 老人とロバ 京都市

11 太田 かつみ ノンタイトル 神戸市 44 中村 喜美江 ナイトキャネル 淡路市

太田 かつみ ノンタイトル 神戸市 中村 喜美江 マイセンピクチャー 淡路市

12 大歳 君江 祝いの花 淡路市 45 中尾 健二 他抜き 養父市

13 大保 セツ子 愛犬 小太郎 川西市 中尾 健二 日常－祖母の猫 養父市

14 岡西 進 作品A 神戸市 46 新阜 百合枝 アート山 淡路市

岡西 進 作品Ｂ 神戸市 47 西山 眞理子 はる、訪れて・・・ 枚方市

15 尾島　守 国際会館前 神戸市 48 長谷 俊明 船着き場のある風景 市原市

16 海堀 昭子 初夏の庭　Ⅰ 豊中市 49 羽田 英彦 位相１３０６ 西宮市

海堀 昭子 初夏の庭　Ⅱ 豊中市 50 久　靖男 東大寺 田原本町

17 川辺 嘉章 はんみょう 神戸市 51 藤田 安臣 上高地大正池 宝塚市

川辺 嘉章 妖精 神戸市 藤田 安臣 奄美大島あやまる海岸 宝塚市

18 北村 澄子 平和の灯 豊中市 52 星野 干城 とんび　Ⅰ（舞う） 西宮市

19 木戸 節子 朝日 淡路市 星野 干城 とんび　Ⅱ（とぶ） 西宮市

木戸 節子 庭の百合 淡路市 53 保宗 貞男 春の港 淡路市

20 木村 みつ子 再登場 明石市 保宗 貞男 嵐 淡路市

木村 みつ子 花 明石市 54 本田 佑一 白帽子の御嶽 西宮市

21 楠森 道剛 あふれることば 茨木市 本田 佑一 つむじを曲げる御嶽 西宮市

22 桑島 紳二 チョーキングマシン「嘆きの箱」 芦屋市 55 三木  衛 塩屋の漁港 神戸市

23 桑田 雅子 Infinitely 洲本市 三木  衛 美女図　寝入る裸婦 神戸市

24 上瀧公子 娘へ 西宮市 56 水谷 喜美子 マテーラ 守口市

上瀧 公子 束ねのし 西宮市 水谷 喜美子 プロヴァンの朝 守口市

25 小南 公子 かすりの庭 淡路市 57 水谷 浩三 気になる木 守口市

小南 公子 かすりの庭 淡路市 58 湊 布佐子 ウエルカム・アート山 淡路市

26 佐藤 忠昭 香と明かり 淡路市 59 森本 正義 花 西宮市

佐藤 忠昭 ストール 淡路市 60 籔田 洋嗣 Bamboo FISH 2 淡路市

27 椹木 佳子 秋色のハーモニー 吹田市 籔田 洋嗣 SEED from the SEA 淡路市

28 島野 陽子 浜辺の詩 南あわじ市 61 山崎 文子 白詰草 東大阪市

島野 陽子 稔の時 南あわじ市 山崎 文子 精霊の泉 東大阪市

29 千崎 勝廣 歩む 赤穂市 62 遊木 真帆 U＋A 淡路市

30 高孝 壬津子 遊 宝塚市 遊木 真帆 Ｋｕｍｏ 淡路市

主催：ＮＰＯ法人淡路大磯アート山を創る会　共催：株式会社夢舞台　後援：淡路市、淡路市教育委員会


