
第１０回　ゆかいな仲間たち展　出展目録
　　 201７年７月1日（土）～７月９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 相宅ふさ子 裸婦 西宮市 33 曽根 円 うたたね 淡路市

相宅ふさ子 少女 西宮市 34 高孝光子 遊 宝塚市

2 赤穂美恵子 知情意 西宮市 35 多木久恵 Ｔｒｅｅ　ｏｆ　Ｎｉｇｈｔ 芦屋市

赤穂美恵子 ｍａｇｍａ 西宮市 36 多木秀雄 運命と遭遇 芦屋市

3 安孫子百合 ねこやまの日々 枚方市 37 竹中百合子 桜（はな） 西宮市

4 安藤忠雄 絵手紙 大阪市 竹中百合子 春、昼下がり 西宮市

5 池田真奈 夢 明石市 38 龍田佳孝 休日 西宮市

6 上田弘子 道 淡路市 龍田佳孝 ただいま 西宮市

上田弘子 翔べ　あの大空を 淡路市 39 谷口あつ子 宇 神戸市

7 植村ヤエコ ＣＡＳＳＩＥＲ＆ＰＥＴＥＲ 伊丹市 谷口あつ子 宙 神戸市

8 浦野さち子 ちいさな花たち 宝塚市 40 谷口佳以子 野の花Ⅰ 豊中市

浦野さち子 ｍｙ　ｆｏｖｏｒｉｔｅ　Ⅱ 宝塚市 谷口佳以子 野の花Ⅱ 豊中市

9 浦野倬史 山があるから・・・！ 宝塚市 41 玉置祐子 咲く 神戸市

浦野倬史 果実 宝塚市 玉置祐子 静 神戸市

10 大石可久也 アコーディオンのある静物 淡路市 42 檀野計蔵 ２０１７－Ａ 豊中市

11 大石鉦子 消えゆくフェリー 淡路市 43 中川陽一 孤独の鴨 宝塚市

12 岡西 進 会話 神戸市 44 中田 實 倉庫と牛 京都市

13 大歳君江 水辺 淡路市 中田 實 老人とガネーシャ 京都市

14 大坪礼子 力 淡路市 45 新阜百合枝 裏山 淡路市

大坪礼子 「真珠の耳飾りの少女」模写 淡路市 46 西野憲二郎 うららかな春の田園 西宮市

15 大保セツ子 静かな憩い 川西市 西野憲二郎 京都善峯寺の秋 西宮市

16 海堀昭子 咲き分けの椿と水仙 豊中市 47 西山眞理子 時たちて・・・ 枚方市

海堀昭子 秋のダリアと高砂百合の実 豊中市 48 能田順子 パッセラ市場 芦屋市

17 糟谷京子 バッグ 芦屋市 能田順子 オンフルールの港 芦屋市

糟谷京子 バッグ 芦屋市 49 藤田安臣 蘇州運河を行く 宝塚市

18 鎌田幹子 ヒビキアイ 洲本市 藤田安臣 ポン・デュ・ガール水道橋 宝塚市

19 川邉嘉章 帰りなむ、いざ 神戸市 50 保宗貞男 カルメン 淡路市

20 北村隆子 私の中で 西宮市 保宗貞男 バレニナ 淡路市

北村隆子 線と遊ぶ（機織り布） 西宮市 51 本田佑一 雪影の大山 西宮市

21 木戸節子 マイハウス 淡路市 52 本間寿々枝 ふるさとの峠 神戸市

木戸節子 ひまわり 茨木市 53 本間桜哉 さつまいもパーティ 神戸市

22 木村みつ子 ギリシャの旅 明石市 54 正木和子 棚田 淡路市

木村みつ子 アート山縄文小屋 明石市 55 三木 衛 丹波・白髪山に時雨雲かかる・・・ 神戸市

23 楠森道剛 吽形 茨木市 56 水谷喜美子 夕暮 守口市

24 桑島紳二 楽園への扉 豊中市 57 湊 布佐子 アート山の窓から 淡路市

25 上瀧公子 暖簾　柿渋媒染 西宮市 58 森本正義 天狗 西宮市

上瀧公子 暖簾　沖縄の思い出 西宮市 森本正義 靴 西宮市

26 許斐操子 シンビジューム 淡路市 59 矢野正子 黄金の谷 淡路市

27 椹木佳子 あじさい 吹田市 60 山下幸枝 ＨEART 西宮市

椹木佳子 あじさい 吹田市 山下幸枝 おりおりに咲く花 西宮市

28 島野陽子 静物 南あわじ市 61 山田 圭 八幡坂＆碌山美術館 西宮市

29 菅本能之 すがもとよしゆきの世界 斑鳩町 山田 圭 函館海岸 西宮市

菅本能之 スマイルちびっこ作品集 斑鳩町 62 由良丈史郎 フラワーセンター 西宮市

30 千崎勝廣 静物 赤穂市 由良丈史郎 りんごと紙ふうせん 西宮市

31 宗 保江 桜 豊中市

32 曽根 浩 時の人 淡路市

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、株式会社夢舞台


