
　   　第20回　「趣味の作品展」　出品目録 9/19修正

　　　　     　　　   守　山　鯱　城　会

令和4年10月12日（水）～10月16日（日） 　　 　　    　　　　市民ギャラリー矢田

種　別 NO 出品者名 期別 学科 地域

油彩画 1 岡田純子 33 陶芸 守山北

油彩画 2 松本慶子 37 文化 大森

水彩画 3 三浦　勉 27 環境 守山北

水彩画 4 三浦　勉 27 環境 守山北

水彩画 5 斉藤　誠 28 環境 守山北

水彩画 6 斉藤　誠 28 環境 守山北

水彩画 7 高見栄子 32 健康B 守山北

水彩画 8 佐藤美子 27 環境 森孝

水彩画 9 佐藤美子 27 環境 森孝

水彩画 10 金井　修 20 環境 志段味

水彩画 11 松本直良 31 美術 守山東

水彩画 12 松本直良 31 美術 守山東

水彩画 13 福井恵子 33 音楽 守山東

水墨画 14 伊藤喜代蔵 17 美術 守山東

水墨画 15 伊藤喜代蔵 17 美術 守山東

水墨画 16 吉田　豊 21 園芸 守山

水墨画 17 吉田　豊 21 園芸 守山

写　真 18 中村克彦 28 生活B 守山西

写　真 19 谷口賢三 32 生活B 守山西

写　真 20 梅村隆夫 37 地域A 守山北

写　真 21 新美 すゑ子 32 国際A 守山東

写　真 22 岡田ふみ子 28 生活A 森孝

写　真 23 三宅賢一 25 園芸 森孝

写　真 24 植村初代 27 福祉 大森

写　真 25 田宮幹夫 17 環境 大森

写　真 26 田宮幹夫 17 環境 大森

写　真 27 早川喜代美 26 生活B 大森

写　真 28 早川喜代美 26 生活B 大森

写　真 29 丸山俊男 32 国際B 大森

写　真 30 丸山俊男 32 国際B 大森

写　真 31 丸山俊男 32 国際B 大森

水も滴る蓮の花

餌 GET!

山行く人たち

大自然の中で

大休止

岬のブランコ

2022年皆既月食

調和

ソウシチョウ(1)

ソウシチョウ(2)

川辺のきらめき

春うらら

静かな湖

きもだめし(祖谷の蔓橋)

阿修羅

立山礼賛

清田の大樟

半夏生

美春　7歳

桜堤

家族

烈

山の秋

春満開（鶴舞公園）

松坂城址の石垣

茶室

人物

パパと散歩

題　　　名

アルカサール

花(グラジオラス他)

街並み（桜通）



第20回　「趣味の作品展」出品目録 9/19修正

種別 NO 出品者名 期別 学科 地域

写真 32 大原宏一 17 地域 志段味

写真 33 大原宏一 17 地域 志段味

写真 34 鈴木克美 21 陶芸 守山

書道 35 長谷川逸朗 20 文化A 守山東

書道 36 長谷川逸朗 20 文化A 守山東

書道 37 長谷川逸朗 20 文化A 守山東

書道 38 長谷川逸朗 20 文化A 守山東

陶　芸 39 加藤章夫 28 陶芸 守山東

陶　芸 40 加藤章夫 28 陶芸 守山東

陶　芸 41 中崎　諒 29 生活B 守山東

陶　芸 42 中崎　諒 29 生活B 守山東

陶　芸 43 鈴木克美 21 陶芸 守山

陶　芸 44 久野秀雄 18 陶芸 大森

陶　芸 45 寺尾賢一 20 陶芸 大森

竹細工 46 後藤和悟 28 福祉 森孝

竹細工 47 岩田　繁 26 園芸 守山北

PCペイント 48 野村和長 29 国際A 守山北

手　芸 49 服部美代子 30 環境 大森

手　芸 50 元島けい子 31 健康 守山

手　芸 51 元島けい子 31 健康 守山

手　芸 52 井上米子 29 文化A 守山

手　芸 53 井上米子 29 文化A 守山

手　芸 54 水谷澪子 37 福祉 守山北

手　芸 55 水谷澪子 37 福祉 守山北ひざ掛け

リュックサック

刺繡のバック

帯目使い勝手で

折り紙あれこれ

ストール

孟宗竹の靴ベラとスタンド

門　松

パソコンで絵を招く

花束

狛犬ちゃん一対

花　瓶

干支　兎　ファミリー

干支　兎の群

（テーブル）

多肉鉢

筒花生

狛犬ちゃん一対

新竹気清　涼なり

七言絶句　客中行

百人一首　左京大夫

百人一首　紀友則

題　　　名

ひな・ひな・ひなⅠ

ひな・ひな・ひなⅡ

強風を背に




