
第１１回　ゆかいな仲間たち展　出展目録
　　 2018年７月28日（土）～8月8日（水） 　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 エルフ１ 西宮市 32 高孝壬津子 遊 宝塚市

エルフ２ 西宮市 33 多木久恵 Ａｒｂｏｌ　ｄｅ　ｌａ　Ｎｏｃｈｅ 芦屋市

2 安孫子百合 ねこやまさんさん 枚方市 34 多木秀雄 ときめきの時間 芦屋市

3 安藤忠雄 旅立ち 大阪市 35 竹中百合子 大石可久也画伯２０１６ 西宮市

4 石田翔子 アート山の仲間たち 淡路市 アート山Ｖｉｅｗ 西宮市

5 植村ヤエコ 河口の町Ⅰ 伊丹市 36 谷口あつ子 無題 神戸市

河口の町Ⅱ 伊丹市 37 須藤貴司 夏の思い出 大阪市

6 浦野さち子 ｍｙ　ｆｏｖｏｒｉｔｅ　Ⅲ（ゴグ＆マゴグ） 宝塚市 38 谷口佳以子 あじさい 豊中市

子犬たち 宝塚市 ひまわり 豊中市

7 浦野倬史 歌姫 宝塚市 39 玉置祐子 花 神戸市

竹籠と果物 宝塚市 スケッチ 神戸市

8 大石可久也 こんぶ浜 40 檀野計蔵 風景 西宮市

ひとりの時 41 中川喜美 あそぶ 神戸市

9 大石鉦子 残像 淡路市 42 中田 實 ｃａｓｂａｈ 京都市

10 大歳君江 アレンジメント 淡路市 カスバ 京都市

11 大保セツ子 静物 川西市 43 新阜百合枝 海の見える窓 淡路市

12 岡田 章 竹細工 淡路市 44 西野 彩 届けるスマイル 川西市

竹細工 淡路市 45 西野憲二郎 里山黒川の春 西宮市

13 岡西 進 そよぐ 神戸市 神戸港の異人館 西宮市

14 海堀昭子 百合とブルベリー 豊中市 46 西山眞理子 ブルージュ 枚方市

白いバラとクレチマス 豊中市 47 新居田公子 Wedding ceremony  in Hawaii 西宮市

15 糟谷京子 なかよしこよし 芦屋市 Happy time!! 西宮市

16 川邉嘉章 石垣のある風景１ 神戸市 48 羽田英彦 位相１７３４ 西宮市

石垣のある風景２ 神戸市 49 平井恵子 碧の動静 宝塚市

17 北村隆子 聞こえるか、海の声が 西宮市 黄の動静 宝塚市

18 木村みつ子 アート山への道 明石市 50 藤田安臣 君が代欄 宝塚市

アート山に登った漁船 明石市 藤の花 宝塚市

19 楠森道剛 ｘｉｎｔｉａｎｄｉ 茨木市 51 保宗忠男 紅れんが館 淡路市

20 久保卓也 高いところに立ってみるけど、遠くはよく見えない 洲本市 バイオリンを弾く女 淡路市

21 桑田雅子 アート山 洲本市 52 星野万理子 春まだ浅いとき 西宮市

22 上瀧公子 藍染 西宮市 53 堀居隆子 ワンダー・ランド 宝塚市

龍 西宮市 54 益田雅代 Dreaming BogoniaⅠ 尼崎市

23 許斐操子 白菊 淡路市 Dreaming BogoniaⅡ 尼崎市

24 小南公子 ありがとう 淡路市 55 三木 衛 青屋門から望む大阪城天守 神戸市

25 佐藤忠昭 花生 淡路市 56 水谷喜美子 想 守口市

草木染め 淡路市 57 湊 布佐子 風の音 淡路市

26 椹木佳子 花 吹田市 58 森本正義 ウイスキーボトル 西宮市

27 島野陽子 予感 南あわじ市 水さし 西宮市

木もれび 南あわじ市 59 矢野正子 生命の木 淡路市

28 菅本能之 すがもとよしゆきの世界 斑鳩町 60 やまぐちくにこ へりくつの保存 洲本市

すがもとよしゆきの世界 斑鳩町 61 山下ゆきえ Daughter(娘） 西宮市

29 千崎勝廣 レモン 赤穂市 我が家の表札 西宮市

四季 赤穂市

30 曽根 浩 浜辺の詩 淡路市

31 曽根 円 ｂｏｎ　ｖｏｙａｇｅ！ 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、神戸新聞社


