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238 青木 智成 田舎の春風 水彩 65 小澤 裕子 用心棒はどっちだ？ 水彩

195 赤塚 泰生 なんの相談？ 油絵 139 小野 昱郎 早春の渓谷 アクリル

4 天川 雅夫 赤
せきじつ

　日 水墨画 181 籠 恵子 混沌とした中で アクリル ◎

53 有村 克彦 静謐 その他 16 片山 亮二 色々な食材 油絵

165 飯田 靖夫 春の明日香村 水彩 18 片山 亮二 カゴからあふれる果物 油絵

250 池田 政禧 ワニにのって竜宮城 油絵 159 亀井 裕子 蝶の夢 日本画

252 石川 良教 トレドの光陰 水彩 160 亀井 裕子 瞳 日本画 ◎

79 磯野 悦郎 ３１１の地霊 版画 ◎ 116 川口 朝子 かぼちゃ 水彩

80 磯野 悦郎 熊本の地霊 版画 213 菊池 眞一郎 収穫 油絵

14 板坂 洋子 花 パステル 6 岸本 厚美 ワーグナーの世界 水彩

174 市川 順一 心のふるさと（岐阜県・白川郷） 水彩 224 木滝 亜優 走る 油絵 ★

132 伊地知 治江 春の訪れ 油絵 212 北沢 頼家 故郷の山に向かひて 油絵

25 伊藤 隆夫 もみぢ橋 水彩 169 北林 督世 RUE SAINT JACQUES 油絵

40 伊藤 茂史 わが街
まち

油絵 222 北堀 万里菜 看板娘 油絵 ◎★

49 伊藤　 勝藏 炎夏（秋田　西馬音内
にしもない

） 油絵 154 北村 有紀 季夏 油絵

81 今井 美佐子 フルーツパーティー 水彩 119 木村 茂 立っち 油絵

157 岩崎 和代 人形 水彩 215 木村 葉子 秋の栂池高原 油絵

228 岩﨑 智奈美 無機 油絵 ★ 220 木村 安寿 廃れ 油絵 ★

89 岩瀬 正次 食後の林檎 水彩 225 工藤 菜乃葉 暮れ 油絵 ★

37 植木 定雄 新緑の美しが丘公園 水彩 97 國井 敏男 収穫 油絵

176 植野 芳德 水音
みのと 水彩 ◎ 59 古泉 新助 コスモス 日本画

2 植村 本 合掌造りの里（白川郷） 水彩 78 郡 芳子 仮面 水彩

15 卯尾 芙佐子 ノスタルジア パステル 158 小菅 真理子 蓮 油絵

1 氏原 順子 おしどり 日本画 20 小玉 芙美子 赤いドレス 油絵

47 内海 和代 水辺の家族 水彩 223 小橋 夏実 大木 油絵 ★

50 内山 映美 刻 油絵 99 小林 ます子 花の舞 油絵

41 内海 光義 恩師 水彩 101 小林 育子 あしあと 水彩

109 梅田 道子 負けないで 水彩 103 小林 健治 アイスランド風光 水墨画

46 梅津 浩平 初夏 油絵 94 小堀 秋 耳をすまして 水彩 ◎

149 江野澤 保 オンフルール（フランス）水上祭り 油絵 95 小堀 秋 だいじょうぶ 水彩

82 大石 光雄 奥入瀬 油絵 34 小山 邦保 磯山弁財天 水彩

210 大川 ヒデ子 都会のルーレット 油絵 36 小山 邦保 紅葉 水彩

199 大西 徹 いつも無心で描けたなら 水彩 105 根田 高子 チェロ奏者の夕べ 油絵

253 大山 敬子 バリ島にて 水彩 8 齋藤 勝 あざみ野3丁目附近 水彩

58 岡　 由美子 だ～いすき 水彩 13 坂田 隆二 夏近づく　茶畠 アクリル

92 岡村 道子 ブルージュの春 油絵 67 坂本 匡 坂の街 水彩

54 小粥 和子 河津桜の堤 版画 115 坂本 勝 陽光 水彩

56 小粥 和子 あけび 版画 ◎ 151 佐々木 京子 実り 油絵

161 小川 知子 ヴァイオリン弾き 水彩 236 佐々木 綾子 水槽電車 日本画

107 奥川 正治 港に群れる故い漁船の風景 水彩 237 佐々木 綾子 かえりの電車 日本画 ◎

63 佐藤 千晶 誘惑 油絵

氏　名 氏　名
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148 佐藤 廣重 真昼の漁港 水彩 130 藤本 すみゑ 出を待つ役者 パステル

229 佐藤 正陸 佇む アクリル ★ 131 藤本 すみゑ 里山の秋（寺家） パステル ◎

184 佐野 俊代 相馬野馬追　其の弐 油絵 173 古田 光 Tour de France 油絵

226 篠田 葵 自身 油絵 ★ 172 古屋 勝彦 街角 パステル

201 柴田 比呂子 ペルセウス座に願いを 水彩 120 古谷 裕幸 夏風情 色鉛筆

193 嶋田 隆存 おゝ，S・ツリーが低い 水彩 133 堀川 由美 夏の記憶 油絵

126 清水 真里子 Welcome to Strawberry land
チョーク
アート

74 堀籠 久美子 朝明けの瞬間
と　き 水彩 ◎

248 清水 裕二郎 dandan 油絵 234 本多 有至 デッキ上にて田植え アクリル

75 志村 厚子 魅せられて 水彩 87 本田 博実 イギリス館 水彩

186 城後 和子 のんびり街歩き その他 231 前川 心 水中 アクリル ★

111 助川 昌子 マトリョーシカ・ファミリー 水彩 123 前島 良造 慈
じ

景
けい 油絵

28 鈴木 省吾 BLUE IN DARK 日本画 202 前田 征道 アマルフィー　夜 アクリル

233 角 梨花子 ティータイム アクリル ★ 204 前田 征道 ベニチュア　街角 アクリル

192 諏訪 志げる 夏の光 油絵 227 前原 菜々子 森厳 油絵 ★

113 瀬島 文子 花 水彩 219 松井 彩果 帰路 油絵 ★

19 髙野 美智子 緑陰 油絵 216 松尾 敏子 代かきを終えて 油絵

62 髙橋 美代子 森の水車 水彩 22 松﨑 美代子 生命 水彩

207 髙松 稔 由布島の思い出 アクリル 221 松矢 菜々子 おはよう朝
油絵・

アクリル ★

243 卓 遼太郎 いきものたち
ｱﾄﾞﾋﾞｲﾗｽ
ﾄﾚｰﾀｰ

57 真中 る美 椅子に座るバレリーナ 油絵

205 武田 任夫 栗の木（せせらぎ公園） 水彩 179 間宮 寛江 メキャベツ 油絵

88 田島 康宏 祈りの岩 日本画 26 三上 哲郎 冬の銀閣寺 油絵

144 田中 なお実 半神 油絵 167 水野 俊子 板塀の青い実 水彩

146 田中 なお実 獺
かわうそ 油絵 ◎ 190 宮田 恵子 つたのからまる喫茶店 水彩

44 寺尾 浩充 目覚めの気だるさ 油絵 100 宮永 瑠里子 見上げれば 油絵 ◎

128 寺師 久史 Bruges in Belgium 水彩 118 美和 愼一 ふしぎな路地 水彩

141 中川 文樹 シントラの眺め 水彩 211 村井 恵子 土のかほり
パステル
と木炭 ◎

142 中川 文樹 小さな稔り 水彩 240 村上 文子 ミャンマー・インレイ湖水上生活の家 油絵

11 中島 忠之 回向
えこう 油絵 122 村松 啓子 果物 油絵

188 中島 礼子 初夏 水彩 135 森 さつき 夕景 油絵

197 中田 祥明 First Impression スチロール 27 八木 利明 悠海 水彩

198 中田 祥明 SIGN アクリル 42 柳 博 鷲羽岳
わしばたけ

を目指して 鉛筆画

245 中田 富士子 世界遺産　識名園 水墨画 39 薮野 宣子 僕達食べられたのかな（トリックアートミュージアムにて） 油絵

232 永原 一葉 立葵 アクリル ★ 137 山口 武志 HANNYA 水彩

147 西山 裕美子 たろっと 油絵 108 山下 憲吾 FANTASY  Ⅱ 油絵

31 野田 勝 夏の日の想い出 水彩 196 山田 章祐子 Firenze - - -  城壁の向こう側に アクリル

163 林原 郁子 残雪 パステル ◎ 162 横田 悦子 青いランプと花 油絵

124 葉山 節子 菜の花畑 油絵 33 横山 桂子 ロンドン　マリルボーン通り 油絵

5 東 寛雄 昼下がり 水彩 ◎ 69 領家 咏子 con tenerezza　　(愛情をこめて） アクリル

230 日向野 花菜 晩夏 アクリル ★ 70 領家 咏子 con sentimento　（感情をこめて） アクリル

96 福井 悠子 母のおもかげ（白牡丹）
色彩水墨
画、和紙

72 和田 淳子 石膏像 パステル

52 福田 忠夫 花見三昧 版画
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