
第９回　ゆかいな仲間たち展　出展目録
　　 2016年6月18日（土）～6月26日（日） 　淡路市立サンシャインホール２Ｆ

No 氏名 題名 住所 No 氏名 題名 住所

1 赤穂 美恵子 Yを偲んで 西宮市 29 島野 陽子 スイトピーの咲く頃 南あわじ市

2 安孫子 百合 まるとまる 枚方市 島野 陽子 チューリップ 南あわじ市

安孫子 百合 海のおくりもの 枚方市 30 清水 淳 ボウフラダンス 南あわじ市

3 石田 翔子 海のカーニバル 淡路市 31 菅本 能行 すがもとよしゆきの世界 斑鳩町

4 稲井 てる子 青韻 淡路市 菅本 能行 すがもとよしゆきの世界 斑鳩町

稲井 てる子 枇杷と虫 淡路市 32 施永 宗三郎 都会の朝 西宮市

5 今津 成生 風景 神戸市 33 瀬谷 恵子 　― 徳島市

6 上田 弘子 神戸を翔ける 淡路市 瀬谷 恵子 今日は特別な普通の日 徳島市

上田 弘子 遠くて近い国オーストラリア 淡路市 34 千崎 勝廣 卓上の静物 赤穂市

上田 弘子 あの頃を語る 淡路市 35 曽根 浩 moon house 淡路市

上田 弘子 仲間たち 淡路市 36 曽根 円 回 淡路市

7 上田 由紀子 睡蓮 西宮市 37 高孝 壬津子 遊 宝塚市

上田 由紀子 ばら 西宮市 38 多木 久恵 Ｔｒｅｅ　ｏｆ　Ｎｉｇｈｔ 芦屋市

8 浦野 さち子 ｍｙ　ｆｏｖｏｒｉｔｅ　１ 宝塚市 39 多木 秀雄 森林浴 芦屋市

9 浦野 倬史 カルテット 宝塚市 40 谷口 あつ子 雲 神戸市

浦野 倬史 旬菜たち 宝塚市 谷口 あつ子 雨 神戸市

10 大石 可久也 海の詩 淡路市 41 谷口 佳以子 水仙 豊中市

大石 可久也 消えゆくフェリー（矢野正子蔵） 淡路市 42 戸塚 ひとみ クレイアート 吹田市

大石 可久也 運河（新阜弘康蔵） 淡路市 43 中田 實 ガンジス夕景 伏見区

11 大石 鉦子 オチタテンシ 淡路市 44 中村 喜美江 ゴルフ場 淡路市

12 大歳 君枝 苔むすころ 淡路市 中村 喜美江 源氏物語 淡路市

13 大保 セツ子 静物 川西市 45 新阜 百合枝 アート山の門 淡路市

大保 セツ子 北海道の岬 川西市 新阜 百合枝 アート山の小径 淡路市

14 岡西 進 そよぐ 神戸市 46 西山 眞理子 生 枚方市

15 海堀 昭子 モンステラとデンドロビウム 豊中市 西山 眞理子 群 枚方市

海堀 昭子 枯れひまわり 豊中市 47 秦 昌子 ＴＯＫＩ 洲本市

16 糟谷京子 野の花たち 芦屋市 48 平池 信行 無題 南あわじ市

17 川邉 嘉章 草薙 神戸市 49 藤岡 弘子 シュリンク　レザー　ベスト 西宮市

18 木戸節子 雪の白川郷 淡路市 藤岡 弘子 シュリンク　レザー　バッグ 西宮市

木戸節子 安曇野の野焼き 淡路市 50 藤田 安臣 夢・アート・しあわせの鐘 宝塚市

19 木村 みつ子 アート山にて 明石市 藤田 安臣 夢舞台のユッカ・ロストラタ 宝塚市

木村 みつ子 お散歩 明石市 51 保宗 貞男 蒜山高原 淡路市

20 楠森 道剛 ドゥブロブニク 茨木市 保宗 貞男 大山 淡路市

21 グループホームにこにこ にこにこカルタ 淡路市 52 星野 干城 スタンド灯（ともしび） 西宮市

22 上滝 公子 生命力（蝶） 西宮市 星野 干城 吊り灯 西宮市

上滝 公子 統合（大宇宙） 西宮市 53 星野 万理子 午後のひととき 西宮市

23 許斐 操子 百合 宝塚市 54 本田 佑一 雨後の鏡が成高原 西宮市

24 小南 公子 木偶 淡路市 本田 佑一 雨後の大山城山 西宮市

25 小山 敏子 有 淡路市 55 正木 和子 さくら 淡路市

小山 敏子 有 淡路市 56 益田 雅代 女の子 尼崎市

26 佐藤 知臣 奥香落渓 神戸市 57 三木 衛 LONESOME CITY GIRL 神戸市

佐藤 知臣 丹波路 神戸市 58 水谷 喜美子 プロヴァンの朝 守口市

27 椹木 佳子 ヴェニスの想い出 吹田市 59 水谷 浩三 マテーラ 守口市

椹木 佳子 バラード 吹田市 60 湊 布佐子 びわ 淡路市

28 嶌野 哲爾 BEYOND 　ＩＬＬＵＳＩＯＮ「幻想を越えて」 芦屋市

嶌野 哲爾 ALONENESS「独りあること」 芦屋市

主催：アート山大石可久也美術館　後援：淡路市、淡路市教育委員会


