
第８回　ゆかいな仲間たち展　出展目録
　　 2015年3月21日（土）～4月5日（日） 　淡路夢舞台・国際会議場２Ｆ回廊

No 氏名 題名 住所 No 氏名 題名 住所 No 氏名 題名 住所

1 赤穂 美恵子 Geｂäude １ 西宮市 上瀧 公子 夏恋しい 西宮市 49 中川 陽一 影 宝塚市

赤穂 美恵子 Geｂäude ２ 西宮市 25 小林 祐子 ラプソデ・インブルー 大津市 50 中田　實 陽光（モロッコ） 京都市

2 浅井 敬三 淡路人形（３枚組） 川西市 26 小南 公子 木偶（でく）　その１ 淡路市 51 中村 喜美江 ディズニー　スチッチ 淡路市

3 安孫子 百合 ねこ山のモンサンミシェル 枚方市 小南 公子 木偶（でく）　その２ 淡路市 中村 喜美江 フラワー 淡路市

安孫子 百合 ベルイル島に行ったよ 枚方市 27 小山 敏子 五百羅漢 淡路市 52 二井 昭子 海辺の太一（オーストラリアにて） 豊能町

4 上田 弘子 みちのくの旅 淡路市 小山 敏子 ゆかいな仲間たち 淡路市 二井 昭子 夏の午後 太一、香音（シカゴにて） 豊能町

上田 弘子 故郷　－　22年目の再会 淡路市 28 崔　晶美 Spirit of Island 洲本市 53 新阜 百合枝 塔のある小径 淡路市

上田 弘子 なつかしの母校 淡路市 29 笹田 康子 甘い香り 神戸市 54 西山 眞理子 長い一日 枚方市

5 浦　政一 ブルーヨットハーバー 豊能町 30 佐藤 知臣 春の海 神戸市 55 長谷 俊明 川沿いの船溜り 市原市

浦　政一 霧の奥入瀬 豊能町 31 椹木 佳子 熱情 吹田市 56 羽田 英彦 位相１４８０ － 情熱 西宮市

6 浦野 倬史 オンフルール 宝塚市 椹木 佳子 タンゴ 吹田市 57 原田 和文 魂・浮遊 Ⅱ 洲本市

浦野 倬史 シベルニの家 宝塚市 32 島野 陽子 すいせん 南あわじ市 原田 和文 島スケッチ 洲本市

7 浦野 さち子 ＭＥＭＯＲＹ Ⅰ（朝のおでかけ） 宝塚市 島野 陽子 春の記憶 南あわじ市 58 原田 みゆき Ｆｌｙ　ａｗａｙ 洲本市

浦野 さち子 ＭＥＭＯＲＹ Ⅱ（ルーブルを望む） 宝塚市 33 菅本 能行 スポーツアート　すがもとよしゆきの世界 斑鳩町 原田 みゆき Ｗｏｍａｎ 洲本市

8 大當 幸江 おまえもやるか 神戸市 菅本 能行 芸術玉手箱　ペラペラマンガ 斑鳩町 59 藤田 安臣 万葉の藤 宝塚市

大當 幸江 富士の七変化 神戸市 34 施永 宗三郎 虹の二重奏 西宮市 60 星野 干城 作品 １ 西宮市

9 大石 可久也 海の詩 淡路市 35 千崎 勝廣 未来 赤穂市 星野 干城 作品 ２ 西宮市

10 大石 鉦子 やぶ椿 淡路市 36 曽根　浩 愉快な仲間たち 淡路市 61 保宗 貞男 漁民家 淡路市

11 大坪 礼子 城壁に架かる鉄道橋 淡路市 37 曽根　円 人魚 淡路市 保宗 貞男 みかんとつぼ 淡路市

12 大歳 君江 風光る 淡路市 38 高孝 壬津子 遊 宝塚市 62 本田 佑一 岩岳スキー場 西宮市

13 大保 セツ子 森と海の仲間たち 川西市 39 高崎 尚昭 水彩画（美術館通り） 堺市 63 正木 和子 丘の風景 淡路市

14 岡西　進 作品α 神戸市 高崎 尚昭 水彩画（郡上八幡の通り） 堺市 正木 和子 たのしそうね 淡路市

15 尾島　守 旧居留地に遊ぶ 神戸市 40 多木 久恵 Arbol de la Noche（夜の木） 芦屋市 64 三木  衛 兵庫の津・大輪田の石橋 神戸市

16 海堀 昭子 春の庭（ムサシアブミ・シダ・コブシ） 豊中市 41 多木 秀雄 黄金の雄姿 芦屋市 65 水谷 喜美子 旧市街の昼下がり 守口市

海堀 昭子 お堀端の秋 豊中市 42 竹中 百合子 命のかがやき Ⅰ 西宮市 66 水谷 浩三 オンﾌﾙｰﾙ 守口市

17 糟谷 京子 散歩道 芦屋市 竹中 百合子 命のかがやき Ⅱ 西宮市 67 水野 枝理 波紋 吹田市

18 川邉 嘉章 アメノウズメ 神戸市 43 谷口 あつ子 ｍｏｎａｄ（光） 神戸市 水野 枝理 生命の詩 吹田市

19 北村 澄子 たそがれ（コーンウオール in England） 豊中市 谷口 あつ子 ｍｏｎａｄ（影） 神戸市 68 湊　布佐子 美の女神の塔 淡路市

20 木戸 節子 白川郷 淡路市 44 谷口 栄子 パンの詩 丹波市 69 門 　尚美 心がとどいたら 淡路市

木戸 節子 カボチャいろいろ 淡路市 45 谷口 佳以子 黄色い薔薇 豊中市 70 矢野 正子 宙 淡路市

21 木村 みつ子 椿の中で 明石市 谷口 佳以子 ノウゼンカズラ 豊中市 71 籔田 洋嗣 Bamboo　BIRD 淡路市

木村 みつ子 エーゲ海のような 明石市 46 谷口 進一 妖怪・怒髪微笑天 神戸市 72 山崎 文子 銀河に遊ぶ 東大阪市

木村 みつ子 たたずむ 明石市 谷口 進一 ひょうご五国の豊穣 神戸市 山崎 文子 ざくろ 東大阪市

22 楠森 道剛 ある夏の日 茨木市 47 檀野 計蔵 ２０１５年－Ａ 西宮市 73 遊木 真帆 ｕｍｉ 淡路市

23 桑田 雅子 La　Vie　Ⅰ 洲本市 48 辻　貞夫 夏立つ 宇治市 遊木 真帆 ｆｌｏａｔｉｎｇ　ｂａｂｙ 淡路市

24 上瀧 公子 大きくなーれ！ 西宮市 辻　貞夫 秋闌ける 宇治市
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