
　　　　     　　　   守　山　鯱　城　会

令和3年10月26日（火）～10月31日（日） 　　 　　    　　　　市民ギャラリー矢田

種　別 NO 出品者名 期別 学科 地域

日本画 1 伊藤喜代蔵 17 美術 守山東

竹細工 2 岩田　繁 26 園芸 守山北

PCペイント 3 野村和長 29 国際A 守山北

水彩画 4 三浦　勉 27 環境 守山北

5 三浦　勉 27 環境 守山北

6 斉藤　誠 28 環境 守山北

7 斉藤　誠 28 環境 守山北

油彩画 8 岡田純子 33 陶芸 守山北

9 　　庵 岡田純子 33 陶芸 守山北

水彩画 10 ひまわりと娘 高見栄子 32 健康B 守山北

油彩画 11 　越前岬 長井　穂 30 園芸 守山北

水彩画 12 秋の徳川園 金田主美子 22 生活B 守山

13 　ボトル 塩澤タエ子 17 美術 守山

14 夏の思い出 佐藤美子 27 環境 森孝

15 　春　日 金井　修 20 環境 志段味

16 福井恵子 33 音楽 守山東

17 松本直良 31 美術 守山東

18 松本直良 31 美術 守山東

水墨画 19 吉田　豊 21 園芸 守山

20 吉田　豊 21 園芸 守山

切り絵 21 伊豆克廣 29 地域 志段味

写　真 22 中村克彦 28 生活B 守山西

23 中村克彦 28 生活B 守山西

24 谷口賢三 32 生活B 守山西

25 衛藤孝義 26 地域 森孝

26 衛藤孝義 26 地域 森孝

27 岡田ふみ子 28 生活A 森孝

28 三宅賢一 25 園芸 森孝

29 植村初代 27 福祉 大森

30 田宮幹夫 17 環境 大森

31 田宮幹夫 17 環境 大森

32 早川喜代美 26 生活B 大森

33 早川喜代美 26 生活B 大森

34 丸山俊男 32 国際B 大森

35 丸山俊男 32 国際B 大森

36 丸山俊男 32 国際B 大森

37 鈴木克美 21 陶芸 守山

38 大原宏一 17 地域 志段味

39 大原宏一 17 地域 志段味

40 今泉文雄 29 園芸 志段味

壁掛手芸 41 元島けい子 31 健康 守山

書道 42 長谷川逸朗 20 文化A 守山東

43 長谷川逸朗 20 文化A 守山東

44 長谷川逸朗 20 文化A 守山東

45 長谷川逸朗 20 文化A 守山東

陶　芸 46 加藤章夫 28 陶芸 守山東

47 中崎　諒 29 生活 守山東

48 中崎　諒 29 生活 守山東

49 中崎　諒 29 生活 守山東

50 鈴木克美 21 陶芸 守山

51 寺尾賢一 20 陶芸 大森

52 久野秀雄 18 陶芸 大森

53 杉本三夫 25 陶芸 守山西

盆　栽 54 後藤和悟 28 福祉 森孝

手　芸 55 服部美代子 30 環境 大森

56 元島けい子 31 健康 守山

57 井上米子 29 文化A 守山

58 井上米子 29 文化A 守山

帯、使い勝手に・・・

テーブルセンター

　   　第19回　「趣味の作品展」　出品目録

干支寅ファミリー

ドーナツ型扁壺

カニ島のジュラシックパーク

豊年万作

ネコのポーチ

抹茶碗天目ルリ柄杓掛け

結晶皿その１

結晶皿その２

結晶皿その３

　花　瓶

来年の干支「寅」

写経　１

写経　２

写経　３

百人一首　二題

（テーブル）

雨あがる

神が憩う

神が御座す

　ゲット

花のテーブルセンター

ツツドリ（２）

ハイポーズ

LOVE　（ラブ）

秋の夜長の夢

恋人たちの夢

おとぎの国の夢

収穫の喜び

昼下がりの食事

　梅香子

ラッキー！撮れました第４弾

秋うらら

ツツドリ（１）

　萩満開

　　薫

ビアズリーのイラスト模刻

暮色の詩

暮色の彩

こんにちは動かないで

苗木城の秋

　薔薇園

　　花

　用の美

ふる里の海

　静物Z

題　　　名

　菊　花　（特例30号）

　門　松

秋のリース

ある日の午後（堀川）

曾木の滝（鹿児島）


