
番号 年次
氏　　　名
（雅　号）

ジャンル タ　イ　ト　ル

20 戸田 忠祐　+ 水彩画 2点 虚しかりし十五のころ/雨ニモマケズ 盛岡天満宮

息子 S48卒 戸田 純 絵画 小学生の時の作品「先生」

2 22
小川 達雄（八十若）＋

妻　小川 あさ 写真五行歌・油絵 五行歌/公園Ⅰ

3 25 及川 昭伍 陶芸 三彩七重ノ塔

4 27
浅沼 榮一

（浅沼　一道） 書 孤月照松心

5 28 板倉 洋子 油絵 2点 ひと/作品113

6 28 小野寺 長道 絵画 2点 妙高山/赤いカーテン

7 28 三浦 宏行 工芸・鎌倉彫 獅子牡丹文板額/のうぜんかずら長方盆

8 30 神尾  厚 水彩画 2点 銀座中央通り/マーガレット

9 31 阿部 克行 歌 シャンソンミニライブ 18日 11：10～12：00前後

油彩 2点 三陸リアス海淵/大槌湾秋陽暮景

グワッシュ・パステル 裏岩手晩秋鬼ヶ域寒風/早池峰遅春

11 32 古座野 郁子 写真 2点 馬コの行進/家族

12 32 庄司  純 写真 3点 木更津の秋三景「里山」「港」「空」

13 33 橋本 有史 写真 3点 獅子哀歌

14 34 伊藤 公雄 パステル 1点・水彩 1点 水かけ祭り/花

15 34 田部井 恭子 織り（北欧絵織物）2点 エンゼル/私の庭

16 35 村野井 徹夫 写真 3点 新雪の不来方城/天空に登る道/巡回

17 36 柏木 宣郎 水彩画 2点 東大寺西大門跡の秋/三千院：小さき祈り

18 36
星　邦彦

（だいてんち） 写真五行歌 2点 ―

19 36 南舘 英孝 パステル画 2点 春の嵐の予感/ポーズをとる自画像

20 38
稲垣 裕雄

（伊奈　裕）
写真五行歌英文付 2点 ―

21 38 吉田 昌弘 陶芸 花瓶

22 39 内村　泰 梵字佛・書道 五大明王佛法曼荼羅/不動明王縺子心

23 40
坂上 洋子
(綾華)

書 1点・水墨画 2点 蝶戯/賢治の愛した北上川-イギリス海岸/リンゴの守り神

24 40 戸澤　聰 短歌 黒の記憶

25 40 野口 田鶴子 朗読 白堊五行歌と宮沢賢治「紫紺染について」

26 41 千葉 祐治 鎌倉彫 2点 飾箱「連鎖」/三角盆「早池峰薄雪草」

27 41 毛利 洋子 油絵 2点・水彩 1点 抽象への第一歩（集積のエネルギーその1/その2)/静物

28 41 馬場　信 写真五行歌 ―
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29 42
二宮 まゆみ
（ろろちち） 写真五行歌 2点 ―

30 42 山田 武秋 写真五行歌 2点 ―

31 43 一戸 裕子 油絵 2点 びわ/もも

32 43 佐々木 美枝子 西方浄土へ

33 43 玉澤 健児 写真・歌 ギンガメアジの群れ/歌は21日朗読後～

34 44 菊池 雅子 油彩画 2点 Sé(Lisboa)/確かな気持ち

35 44 坂本　務 絵画 プールの見える風景

36 45 坂本 美枝子 クリスマス飾 2点 木の実のバスケット/光の訪れ

37 45 吉田 美雅子 五行歌書・写真五行歌 ―

38 49 福田　隆 油絵 2点 秋の乗鞍岳/玄宮園

39 50 伊東 明子 油絵・テンペラ ばら/椅子の聖母（模写）

40 50
佐藤 法雄

（佐藤 容齋） 書 2点 一笑百慮忘/白雲自在

41 50 三浦 千波 油絵 風景

42 50 水原　滋 グラフィックデザイン HAKUART 3

43 51 藤原 則子 水彩 ６月に/11月に

44 51 高橋 修三 写真 13点 A2額 10点/B2額 3点

45 52 伊藤 馨一 レリーフ 日輪の翼

46 53
武田 夏実

（武田 素虹） 書 2点 刻字「花」/絵本「みがわりかんのんさま」

47 53 橋本 時浩 油彩 O-2710（秋）

48 53 三浦 千江美
 書 福壽

49 53 宮野谷　篤 パステル画 3点 初夏の大王崎/木漏れ日/長良川夜景

50 53
平野 恵子

（渡部 恵子）
絵画・彫刻 希望の種/希望の種

51 53 八重樫 誠司 写真 1点 じんべ～/家族団らん

52 53 渡部 英俊 写真 2点 胎動/大寒

53 54 工藤 結花里 スクラッチ 3点 山猫/アデリーペンギン/たて琴アザラシ

54 54 村谷　尚 絵画・写真五行歌 街角のタイタニック/  ―

55 55
辻田 よね子
(辻　やのか) パステル画・詩集 ガイコツナカマ/ことの葉

56 56 紀　章 航空写真 3点 　 Impulse of  Blue

57 61 及川　謙 写真 日輪

58 61 鍛治 順子 油絵 パリの街角

59 61 藤澤　貢 写真 写日記 -2013-

白堊五行歌会会員 写真五行歌 平井 清子 2点   小澤 美智子  　青山 すみれ


