
本庄 まち中展覧会 目録   （２月１５日～２８日） 

会場： 本庄早稲田リサーチパーク１階・２階 会場： 本庄早稲田リサーチパーク１階・２階（続き） 会場： 埼玉グランドホテル本庄２階（続き） 

  種類 出品者氏名 題名   種類 出品者氏名 題名   種類 出品者氏名 題名 
1 絵画 石亀 久美子 夢幻 51 写真 三井 義宣 どんど焼 11 写真 根岸 久 百体観音堂 
2 絵画 片倉 正彦 東尋坊 52 絵画 大澤 茉子 友人の世界 12 写真 笠原 浩 雨上がる 
3 絵画 春山 茂之 北軽のクラブハウス 53 絵画 新井 竜馬 垣根 13 写真 林 美穂 男のみせどころ 
4 絵画 木村 峯子 明日 54 絵画 田端 久夫 海に生きる 14 書 髙橋 国夫 慈愛 
5 絵画 小久保 誠三 安曇野 55 絵画 野坂 征男 風の戯れ 
6 絵画 杉田 浩之 市松人形 56 絵画 野坂 征男 縁舎 会場： 本庄駅インフォメーションセンター多目的ホール 

7 絵画 五十嵐 澄子 かくれんぼ 57 絵画 野坂 征男 冬がくるよ   種類 出品者氏名 題名 
8 絵画 飯塚 能成 三夜通り 58 絵画 栗嶋 琴美 散歩道 1 絵画 相馬 詩歩 時雨 
9 絵画 山村 清子 Mirror 59 絵画 栗嶋 琴美 こもれび 2 絵画 大瀧 理紗 白昼夢 
10 絵画 岩崎 榮 みかんたち 60 絵画 栗嶋 琴美 水辺 3 絵画 赤岩 和実 潤う 
11 絵画 中村 好文 花 61 絵画 吉田 諭史 DUST BOX 4 絵画 根岸 万里奈 静寂 
12 絵画 大木 良子 青の静物 62 絵画 谷内田 幹人 風景 5 絵画 小澤 愛美 おいしそう 
13 絵画 杉田 澄子 綿の実 63 絵画 白石 恵理子 雪景色 6 絵画 下川原 小晴 重厚謹厳 
14 絵画 青木 淑子 流木とガラス玉 64 絵画 鈴木 政江 はたらく農民 7 絵画 竹内 美絵 巌 
15 絵画 濱田 沙千子   65 絵画 芹澤 萌恵 弟 8 書 白石 絢 燭華 

16 絵画 剱持 勇喜男   66 絵画 棚澤 寛 雨の中の宝石 9 書 土田 かおり 想愛親尽 

17 絵画 柿沼 瑞輝 激流 67 絵画 中澤 友莉香 ナイフとフォーク 10 書 金沢 茉緒加 優 
18 絵画 勅使河原 香苗 羽化 68 絵画 中澤 友莉香 靴 11 書 梯 壮太 破顔一笑 
19 絵画 穂積 敏勝 古い納屋 69 絵画 武田 史枝 ビーナス 12 書 吉田 一喜 急先鋒 
20 絵画 中野 初江 母校の雪景色 70 絵画 武田 史枝 シャレコーべ 13 書 小川 真依 志高輝 
21 絵画 杉山 カツ子 庭の片隅 71 絵画 原田 美穂 ビン 14 書 藤間 成美 希望 
22 絵画 中原 睦子 ランプと蓮の花のある静物 72 絵画 星野 君枝 たまご 15 書 大久保 佳慧 命 
23 絵画 関野 恵美子 森の記憶 73 絵画 前田 美樹子 本 16 書 飯嶋 千晶 繋 
24 絵画 大野 昌昭 時空 74 絵画 野底 光一郎 キャベツ 17 書 金沢 沙也加 光 
25 絵画 花生 久美子 きりかぶ 75 絵画 浦部 文佳 ジョルジュ 18 書 松井 沙也子 誓 
26 絵画 野坂 文代 金屋浄水場 76 絵画 浦部 文佳 手 19 書 飯田 真世 絆 
27 絵画 松本 節子 馨しい季節 77 絵画 紫村 直 本 20 書 新井 花帆 笑 
28 写真 新井 計伸 上棟の日 78 絵画 紫村 敬子 白衣 21 書 高橋 恵理奈 夢 
29 写真 根岸 久 雪の高窓の里 79 絵画 加藤 結実 キャベツ 22 書 小林 咲都 信 
30 写真 根岸 久 千本桜 80 絵画 野川 玲子 布 23 書 大野 愛美 翔 
31 写真 根岸 久 秋の間瀬湖 81 絵画 野川 玲子 ビン 24 写真 竹内 友美 放課後 
32 写真 根岸 久 骨波田の藤 82 コラージュ 飯野 智加 コラージュ① 25 写真 中嶋 優希 五月晴れ 
33 写真 根岸 久 秋の高窓の里 83 コラージュ 飯野 智加 コラージュ② 26 写真 塚田 恵理 龍の息吹 
34 写真 根岸 久 水押川の彼岸花 84 絵画 塚本 美希 コスモス 27 写真 平原 雪絵 朝焼け 
35 写真 笠原 浩 遊雲 85 絵画 武政 采那 瓦 28 写真 菅谷 ゆかり 弾ける光 
36 写真 笠原 浩 春彩 86 絵画 保泉 俊雄 神流川の一隅 29 写真 須永 真弘 きらめく銀河 
37 写真 黒澤 裕史 稲上げ 87 絵画 小林 文 ブィクトラア・メイデン 30 写真 茂木 芳彰 ひと夏の終わり 
38 写真 黒澤 裕史 宮内谷の山桜 88 絵画 福島 富子 川辺の静寂 31 写真 新井 康史 疾走 
39 写真 高野 みよ子 雪模様 90 絵画 東 峰子 物置 32 写真 新井 康史 くもの巣 
40 写真 出牛 敏夫 児玉千本桜 91 絵画 東 峰子 シュシュ 33 写真 眞尾 亜彩 爽快MAX 
41 写真 田島 啓巨 神戸① 35 絵画 黒澤 美怜 山羊頭骨 
42 写真 田島 啓巨 神戸② 会場： 埼玉グランドホテル本庄２階 36 絵画 久慈 彩恵 セバスチャンフルーツ盛り 
43 写真 田島 啓巨 神戸③   種類 出品者氏名 題名 37 絵画 中嶋 咲輝 レオナルドとリンゴと俺と・・ 
44 写真 鈴木 誠 華やかに 1 書 織茂 香葉 無 38 絵画 石嶋 成海 牛骨デッサン 
45 写真 三井 義宣 喧嘩神輿 2 書 織茂 香葉   39 絵画 野邉 美咲 記憶 
46 写真 三井 義宣 満開の桜 3 絵画 小出 紘子 赤いギター 40 絵画 内川 瑞穂 牛骨 
47 写真 新井 計伸 祭りの日 4 絵画 菅野 公夫 雪景色 41 書 大塚 香苗 個性 
48 写真 中村 薫 川遊び 5 絵画      菅野   一 新潟の海 42 書 北澤 璃乃 新 
49 写真 中村 薫 実りの秋 6 絵画 西川 祐樹 ばら 43 書 山井 桃花 上をめざす 
50 写真 新井 計伸 どんど焼 7 絵画 関野 美恵子 ランプと玉葱のある静物 44 書 西田 萌乃 文武両道 
＜開場時間＞ 8 絵画 吉田 諭史 Summer rain 45 書 鷹栖 里奈 実行 
毎日９：００～１７：００（但し、リサーチパークは毎日曜日は休館） 9 絵画 石川 アエ子 彫刻のある静物 46 書 渋澤 萌華 運命 
＊本庄駅インフォメーションセンターは２７日午前迄の展示 10 絵画 小林 里歩 閃影 47 書 須佐 悠生 本気 


