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美術部門：2/22 土 ～3/1  日 
書道・写真部門：3/14 土 ～22 日 
午前１０時～午後５時
＊各部門最終日（3/1、3/22）は午後４時まで
月曜休館　入場無料



1 青山絹江 口琴の音大空に響け 油彩 F50

2 浅野幸恵 顔・顔・カオ 油彩 F100

3 吾孫子雄子 「風の予感」 油彩 S100

4 阿部ススム 「壁」愛のリズム 水彩 F40

5 石橋周子 回游 彫刻 48×80×30cm

6 磯江泰子 刻の中で－2020 油彩 S100

7 岩崎君子 春 油彩 F50

8 上野幾子 ひとはな 日本画 S30

9 扇谷章二 昼さがり 油彩 F100

10 大谷仙寿 双鶴 日本画 F30

11 岡野修己 慈雨 油彩 F50

12 押上緋紗子 翔(かける) 彫塑 54×43×30cm

13 小原俊哉 礎 彫刻 112×53×54cm

14 加藤三枝子 親潮 油彩 195×80cm×2枚

15 川部谷順子 曲り角 水彩 F40

16 釜萢 健 宙流 版画 90×60cm

17 木村博子 湿原模様 油彩 S100

18 小山澄子 刻（とき） 彫刻 45×45×45cm

19 斎藤和子 「春・到来」 油彩 F100

20 澁木弘志 清幽の里 油彩 F80

21 島田勝利 晩秋 油彩 F50
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22 清水千賀子 水辺 油彩 F100

23 鈴木信子 秋想 油彩 194×163cm

24 高杉聡美 鬼灯 油彩 F30

25 高橋和彦 厳冬 油彩 F30

26 高橋 潤 銀色の道 日本画 F50

27 髙橋弘道 湿原にて‐赤・黒‐ 油彩 M100×2枚

28 高橋裕子 蒼穹に 油彩 F100

29 瀧澤玲子 お花畑 油彩 F100

30 竹本万亀 ともに 切り絵 100×60cm×3点

31 立田宗義 黒部秋色 油彩 F20

32 橘 榮一 フィレンツェの朝 水彩 P50

33 田中紗智子 夢想 油彩 F100

34 田中 清 「浮体」 油彩 93×113cm

35 田中 豊 無限大 陶芸 28.5×16×16cm

36 千葉せつ子 明日へ パステル画 10号

37 中居滊晟 極寒の恋問浜 日本画 F50

38 中江孝子 飛べないある日 アクリル F100

39 中川敏彦 釧路川　冬 木版画 75×96cm 

40 羽生 輝 夕凪（北の浜辺） 日本画 130×162cm

41 深谷榮樹 舌辛川 油彩 P100

42 藤田清志 春の羅臼岳 油彩 F100

43 三浦 玲 静物 油彩 F20

44 南 富幸 厚岸風景 油彩 80×145cm

45 宮本伸美 歩く人「岩屋の大杉」 油彩 F100

46 森川ヒロシ 18日目の月 彫刻 120×45×45cm

47 矢野幸子 自然からいただいた記憶(1) 水彩 F40

48 山口牧子 薄氷 油彩 F100

49 山瀬規子 雨あがり 水彩 F40

50 湯佐侑子 想 水彩 F40

51 渡邉久美子 こもれ日 工芸等 200×90cm

52 綿谷幸久 Bohemian Clover オブジェ 150×60×50cm

53 矢崎憲治 達古武の春 油彩 P30

54 竹村恭子 父の好きな時間 油彩 F50

55 斉 洋子 今この瞬間(とき） 油彩 F100

 

    

1 浅海信一 晩秋「丹頂の里」 カラー 全紙

2 荒木重夫 旅だちの朝 カラー A3ノビ

3 伊藤正美 摩周湖の朝 カラー 全紙

4 蝦名 昇 睨み カラー 全紙

5 榎本 淳 紅葉朝霧 カラー 全紙

6 大里清志 大輪 カラー 全紙

7 大八木 茂 季節のとびら カラー 半切

8 奥野時夫 ﾊﾞﾝﾌﾞｰ.ﾌﾞﾘｯｼﾞ(ﾀﾞｯｶ市内） カラー 半切

9 片村洋市 寄港 カラー 全紙

10 菊地利長 大好物 カラー 全紙

11 北構善一郎 厳冬の朝 カラー 全紙

12 工藤二男 防波堤 カラー A2判

13 小池正一 黎明の摩周湖 カラー 全紙

14 佐藤武治 厳冬の塘路湖 カラー 全紙

15 佐藤光義 氷解く カラー 全紙

16 佐藤壽治 夜明けの渚 カラー 半切

17 佐藤 寛 美幌峠・秋景 カラー 全紙

18 平 和孝 凍湖樹彩 カラー 全紙

19 髙橋和幸 ハイポーズ カラー 全紙

20 竹田哲雄 石庭雨景 カラー 全紙

21 立島春子 木疑 カラー 全紙

22 中川ミエ子 光る大地 カラー 全紙

23 橋本邦博 夏の忘れ物 カラー 全紙

24 浜野正義 初冬の軌跡 カラー 全紙

25 林田定昭 人生は邂逅にあり カラー 全紙

26 東等和子 声なき学舎 カラー 全紙

27 松木泰憲 思い深し岬 カラー 全紙

28 松坂正彦 小さな秋 カラー 全紙

29 三上光夫 湖畔の秋彩 カラー 全紙

30 水谷 晃 暁霞 カラー 全紙

31 水谷博之 色づく雲海 カラー 全紙

32 宮本 稔 落日 カラー 半切

33 宮本吉男 秋　おとずれ カラー 半切

34 村上静男 晩秋 カラー 全紙

35 村田弘實 つかのまの光景 カラー 全紙

36 柳堀利和 ガッツ.ポーズ カラー 半切

37 山田 信 沈黙の時期(ちんもくのとき) カラー 半切

38 吉井 泉 薫風に泳ぐ カラー 全紙

39 渡邊松子 縄張り宣言 カラー 全紙

40 佐藤 正 静まりかえった朝 カラー 全紙

41 北原明寛 砕け氷寄せる浜 カラー 全紙

42 長尾芳文 釧路湿原 カラー 全紙

43 石川 隆 遠吠え カラー 全紙

1 安部清堂 齋　新岳　漢詩より 漢字 2尺×8尺

2 有田静有 春告魚　はるつげうお 漢字 半切

3 安藤聴空 風嘯 漢字 全紙

4 石橋彩雨 雲開月色家々　白… 漢字 半切

5 伊東才耔 自作句 近代詩文 半切

6 打矢静冬 一道 漢字 70×137cm

7 及川美翠 花の色は・・・ かな 2尺×6尺

8 大島暎水 臨・曹全碑 漢字 半切

9 大家春蕾 「詠半月」　許曄(半月を詠む) 漢字 半切

10 太田麗珠 驟（しゅう） 漢字 胴切

11 大山祥苑 白露降寒蟬鳴 漢字 半切1/2

12 奥瀬春園 古歌 かな 半切

13 奥田大鶴 白馬黄金塞雲 漢字 78×182cm

14 木戸清涯 歳月不待人 漢字 半切

15 後藤巨石 王右軍の語 漢字 全紙

16 小松早甫 われむかし…子規のうたを かな 136×53cm

17 五味祥苑 高潔雲入情 漢字 半切

18 斉藤天翔 「春色」 漢字 れん落ち

19 佐藤華月 「孤鶴飛来」 漢字 2尺×8尺

20 佐藤佳節 漢語 漢字 胴切

21 佐藤子舟 長谷川光二の歌 かな 半切

22 杉本千艸 西行のうた かな 2尺×6尺

23 髙柳湖雲 健 漢字 全紙

24 武石九重 甲骨文字 漢字 半切

25 津田鶴洲 比田井天来書話(貧しいことは羞しくない) 

                                                                                           漢字 2尺×6尺

26 土屋恵香 西行の歌 かな 半切

27 中河濤人 黒髪 漢字 40×70cm

28 中納翠山 ONE OK ROCK 　「Wasted Night」より 近代詩文 全紙

29 橋本智水 雪の夕暮 かな 半切(縦）

30 廣部翠月 北史の句を かな 8尺×2尺（縦）

31 堀 悦鶴 俄風（にわかかぜ） 漢字 全紙

32 三品明子 穆 少字数 4尺×4尺

33 村山昌央 「酔和春」 漢字 半切

34 守屋幸司 夕陽無限好 漢字創作 半切

35 吉田桂月 李白詩　「名月出天山～玉門関」 漢字 半切（縦）

36 米川順義 詩経 國風 檜風 隰有 萇楚より　「楽子之無知」     

                                                                                           漢字 半切（横）

37 迎了扇 附鳳翼 漢字 150×75cm

38 小成芳月 一鳴驚人 漢字 全紙
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2/15 土 ～ 3/29 日
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