
31 刻の導き 亀山秀人

1 氷荀 五十嵐博子 32 ヘッドライト 木下真示

2 早春・水路橋のある風景 今村晴雄 33 春木～星降る日に～ 窪田正典

3 月見草 岩崎英子 34 南に向かう 毛涯　伸

4 巡る 大原文男 35 西の空 幸西　藍

5 花王百乱 大前清嵩 36 花桃の里中沢 小林安一

6 尾瀬ヶ原 北澤次栄 37 りんごの木のある風景 近藤二美

7 深秋 木村宗登 38 大森貝塚探検団 酒井　崇

8 行 小池　誠 39 青い花 所澤友和

9 日日是好日 後藤　修 40 走りぬいた動輪 代田一行

10 暮ゆく 後藤良郎 41 ｓｏｍｅｔｉｍｅｓ

11 初秋 小林城佳 42 Ｍｏｅ 髙橋勝吉

12 飛ぶ 櫻井雅子 43 想 築島由美

13 林と鳥 滝沢具幸 44 踏切 遠山禎之

14 朝月夜 竹下和晴 45 ｓｌｅｅｐ 仲間弘子

15 牡丹散りて 辻芙三子 46 移りゆく光景 橋爪一彦

16 ミュージアム 手塚俊尚 47 混在の間（Ｇｕｅrnｉｃａ） 林　敬子

17 雨に聴く物語 東田　優 48 頼もしい見張番 林　隆秀

18 雪晴れ 福島勝三 49 運命になってゆく 原口風花

19 暮れゆく奈良井宿 古畑守一 50 木のある風景 本田サク

20 孔雀明王 松尾隆康 51 水音 松井利明

21 戸ヲ啓ク 宮島弘道 52 樹根　２０１８ 松岡邦子

22 火祭り 矢澤清子 53 蘇生 松島清子

23 飛翔 吉川　優 54 無垢Ⅳ 丸山陸雄

55 とらわれた人々 宮井啓江

24 痕跡 瓜生真奈美 56 ときを紡ぐ（玩具） 三島かくえ

25 金秋 大澤　治 57 樹景 矢澤　進

26 仲間達 岡庭登子 58 風の不連続線 横前秀幸

27 立夏のころ 貝原　豪 59 薫風緑樹 吉川利明

28 還 川上久光 60 老を感じるえのみの木 吉川元順

29 ある日の記憶 河原加枝 61 伝統の業 吉川　稔

30 君のいる場所へ 上林泰平 62 路２０１８(sｈａｄｏｗ) 渡辺美津男

日本画

洋画

しろたゆかり



92 早春 桑田千穂

63 Ｃｏｆｆｅｅ　ｂｒｅａｋⅣ 安藤睦子 93 漆ドローイング「お･り･も･の｣ 佐々木敏彦

64 Ｆｌｏｗｅｒ　Ｉｌｌｕｓｉｏｎ　 梅田蓉子 94 光明 塩澤正信

65 縦軸 小笠原貴勢子 95 夏の終り 園原タミエ

66 若草の丘 岡本流生 96 春めく 中平則子

67 カタチにならないもの 尾曽美和子 97 涼しげな風 羽田野サヨ子

68 七福神 亀山勝保 98 夏の終りに… 原田かつゑ

69 多彩な群像 北澤正和 99 二郎さんの椅子 福田　渉

70 Ｃｉｔｙｓｃａｐｅ Ｍａｎｄａｒｉｎ　Ⅲ 北野敏美 100 青い宴 福山康雄

71 深層の風景１８－０１ 小島敬介 101 訪れ 間瀬智恵

72 ｏｎｅ　ｄａｙ 古庄真理子 102 コンポート 松澤英丈

103 木あかり 水上雅彦

73 遠吠え 片桐秀夫 104 黒釉線文深鉢 水野雅史

74 繋ぐ 木下剛亨 105 流れ 吉澤香代子

75 Ｄｏｇ　ｍａｎ 木下雅雄

76 インサイド 久保田寛人 106 李白詩 幾島咲希（蘭渓）

77 欲望の翼 久保田弘実 107 崔顥詩「黄鶴楼」 市澤要三（静山）

78 「　　　　　」 小麻智美 108 臨海 井坪大喜

79 ロデオ 仲田耕治 109 篆刻　三国史中之語 伊藤尚和（緂心）

80 Ｒｏｏｔｓ 林　遼 110 呉昌碩詩 伊藤宏子（桂香）

81 手ら 南島和也 111 柳宗元詩 奥田綾子（静逕）

82 空に思考するシリーズ2018 山内孝一 112 臨曾侯乙墓 尾曽綾子（紫綾）

113 三体詩上「韋処士郊居」 織田明子（明穂）

83 Ｓ２－２０１８ 青木千恵美 114 老子第五十六章 加山雅三（幽石）

84 明るい夜に 新井　翠 115 近業二種 木下益盛（耕雲）

85 大空の夢 市瀬貞人 116 杜甫詩　「春望」 熊谷昌平（昌山）

86 節木増 井上欣一 117 李商隠詩

87 暁光 今牧豊宏 118 情景 小池千代

88 友禅訪問着「游」 大藏光彦 119 富士山 高坂正子（恵月）

89 窯変自然釉陶板 大越　慶 120 王維詩　 小町谷和安（空山）

90 織部刻文皿 川手敏雄 121 岑参詩　「登総持閣」 齋藤　清（龍川）

91 カエル 北澤瑞樹 122 王倩詩

版画

彫刻

工芸

書

榊田貴美子(白蓮)

熊谷まゆみ（泉舟）



123 黄宗羲詩 坂巻敬子(春光) 142 万葉集　二首

124 張説詩「幽州夜飲」 佐藤聡子(聡穂) 143 篆書出師表册

125 施閏章詩「山行」 澤柳礼子(芳華) 144 蘇東坡詩

126 七言絶句二首 清水　晃(晃俊) 145 朱熹詩「偶成」

127 盧綸詩「長安春望」 志水順子(香華) 146 錢惟善句

128 楊維楨詩 清水千春(春溪)

129 初夏や蝶にあやめは近き山清水　豊 147 祭 赤羽道人

130 黄景仁詩「雑感」 菅沼秀一(松峯) 148 石川九楊「横尾忠則-異邦人の視線」より 石原獨往

131 松風度壑江聲遠 関川正明（翔雲）149 めーど　いん　しぜんかい 今村秀哉

132 白楽天詩「適意二首（其一）」関口和雄（越山）150 壁に神あり Good in the wall 遠藤健二

133 黄庚詩「秋夜」 関島登代子(栄祥）151 すてきなねこのびじゅつかん 北原志乃

134 朝ぼらけ（和歌二首） 田中美智子 152 Ｃｈｉｒｉ ｃｈｉｒｉ ｃｈｉｒｉ・・・森へ 北村月香

135 岺参詩「逢入京使」 遠山三千代（穂光）153 土とたわむれる 小林あづさ

136 漁翁 中平糸子（恵舟）154 箆棒 小林まる

137 杜甫詩「客至」 福沢沙織（紫川）155 木土竹紙 瀧澤貴是

138 呉祕詩「賦得風光草際浮」 156 川　Ⅲ 田中洋江
139 倦むこと無かれ（論語） 冨士幸子(水遠) 157 ｆｉｎｄｅｒ－００４９ 古畑智気
140 徳仁親王和歌一首 松島貞夫(龍水) 158 組替え絵画－鏡の家2018 2/10 前沢知子
141 王維詩「竹里館」 159 為体・身体 湯沢茂好

コンテンポラリー

水野令子（蘭令）

福永泰子（寿泉）

吉川鎭守（孤山）

山本扶佐子(嵩紫)

松村信子(翠江）

三浦満弓

吉田治忠（秋嶽）

第19回 実行委員（五十音順） ●分野別責任者

石原獨往 今村晴雄 岩崎英子 梅田蓉子

大藏光彦 大原文男 小笠原貴勢子 川上久光

●工芸 川手敏雄 上林泰平 木下剛亨 木下益盛

久保田寛人 窪田正典 毛涯 伸 小池 誠

●版画 小島敬介 小林あづさ 小林城佳 ● 書 齋藤 清

佐々木敏彦 澤柳礼子 代田一行 髙橋勝吉

滝澤貴是 田中洋江 仲田耕治 中平則子

林 敬子 林 賢子 東田 優 ●洋画 松井利明

松澤泉次 松澤英丈 松島清子 丸山陸雄

三浦満弓 三島かくえ 水野雅史 水上雅彦

松村信子 ●彫刻 山内孝一 ●コンテンポラリー 湯沢茂好 横前秀幸

吉田治忠 吉川 稔 ●日本画 吉川 優

＜美博 槇村洋介 小島 淳 小泉明裕 手塚俊尚＞

※コンテンポラリー
既存の表現手法や概念にとらわれず

新しい美術の可能性を模索する美術分野


