
【貸出作品一覧】

no. 作者 作品名 寸法（ｃｍ、額込） 種類

1 伊上 勝弘 すいせん ４１．１×３８．０ 水彩画

2 伊上 勝弘 ひまわり ４１．１×３８．０ 水彩画

10 尾中 一雪 秋吉台 ４７．８×５６．８ 油彩画

11 尾中 一雪 柿 ４３．０×５４．５ 水彩画

14 重安 謙吾 羽 ５２．５×６０．０ 油彩画

24 牧野 樹熙 ヴェローナの街 ６４．０×５２．０ 油彩画

30 宮崎 恭子（恭） 初春 ４５．５×３８．０ 日本画

31 宮崎 恭子（恭） 奈良の寺 ４６．０×３９．０ 日本画

32 宮崎 恭子（恭） バラ ４８．８×３９．７ 日本画

34 山本 俊昭 白い花 ４５．０×６３．０ 油彩画

35 山本 俊昭 つばき ４５．０×５８．５ 油彩画

36 山本 靖子 きくがわ晩秋 ５６．３×７３．７ 日本画

37 山本 靖子 牧歌（ニュージーランド） ５２．１×５９．７ 日本画

43 田中 アイ子 あじさい ５８．５×４９．５ 油彩画

64 藤井 宏昭 暮れる海 ６０．０×７０．０ 写真

68 山本 靖子 おやすみ ４４．７×３９．３ 日本画

74 伊上 勝弘 花 ２１．５×４１．６ 水彩画

75 伊上 勝弘 花 ４６．２×３８．６ 水彩画

87 竹村 一郎 フォルンヘルス断層 ４４．５×５５．８ 版画

88 竹村 一郎 夜明け ６２．６×８１．０ 版画

93 宮崎 恭子（恭） あんず ４５．５×４６．０ 日本画

94 宮崎 恭子（恭） 金魚 ４５．５×４６．０ 日本画

95 宮崎 恭子（恭） コスモス ４５．５×４６．０ 日本画

96 宮崎 恭子（恭） スコトン岬 ４５．５×４６．０ 日本画

97 宮崎 恭子（恭） 野かんぞう ４５．５×４６．０ 日本画

98 宮崎 恭子（恭） 百日草 ４５．５×４６．０ 日本画

103 藤井宏昭 群遊 ５５．３×７３．３ 写真

104 藤井 宏昭 雪の竹林 ４２．５×５１．５ 写真

109 宮崎 恭子（恭） あざみ ４５．５×４６．０ 日本画

110 宮崎 恭子（恭） からす瓜 ４５．５×４６．０ 日本画

111 宮崎 恭子（恭） ぎざみ ４５．５×４６．０ 日本画

112 宮崎 恭子（恭） くわい ４５．５×４６．０ 日本画

113 宮崎 恭子（恭） びわ ４５．５×４６．０ 日本画

114 宮崎 恭子（恭） 干し柿 ４５．５×４６．０ 日本画

120 山本 美文（碩田） 花鳥 ６３．５×４７．３ 南画

122 山本 美文（碩田） 訪友談古 １０８．０×４７．５ 南画

123 山本 美文（碩田） 松風有清音 ６２．４×４７．６ 南画

124 岡　征治郎 怒濤 ５０．２×５９．４ 油彩画

130 近藤 守 壁掛け一輪挿し １０．０×７．０ 陶芸



131 藤川 幸雄（秀峰） 前田鉄之助詩「遠雷をきく」 ３４．０×４５．０ 書

132 藤井　澄江 無題 ３０．０×４０．０ 水彩画

133 藤井　澄江 浮遊 ４０．０×３０．０ 油彩画

137 福田　之広 作品Ⅰ ４５．０×５４．０ 油彩画

138 福田　之広 作品Ⅱ ４９．０×５８．０ 油彩画

139 田中　アイ子 赤いシクラメン ５４．０×４３．０ 油彩画

140 田中　アイ子 百合とバラ ５９．４×５２．０ 油彩画

141 田中　アイ子 アジサイ ５９．０×５２．０ 油彩画

142 田中　アイ子 ピンクのシクラメン ４５．０×５４．０ 油彩画

143 田中　アイ子 食パンのある静物 ５２．０×６０．８ 油彩画

144 田中　アイ子 ひまわり ６４．０×５７．０ 油彩画

145 田中　アイ子 ティーカップのある静物 ４６．０×５５．０ 油彩画

146 田中　アイ子 太華山 ６５．０×７１．４ 油彩画

147 田中　アイ子 水辺の風景 ５２．０×５９．６ 油彩画

148 田中　アイ子 ひまわり ６５．０×７２．０ 油彩画

149 田中　アイ子 百合 ６７．２×６０．０ 油彩画

150 田中　アイ子 オレンジ色のバラ ４５．６×５５．０ 油彩画

151 田中　アイ子 白いバラ ５０．５×５９．５ 油彩画

152 田中　アイ子 五重の塔のある風景（宮島） ４４．０×５３．０ 油彩画

153 田中　アイ子 ピンクと白の胡蝶蘭 ４６．６×５９．０ 油彩画

154 宮崎　恭子（恭） 花宴（はなうたげ） １２０．０×１００．３ 日本画

155 宮崎　恭子（恭） 無題 １６０．５×１２７．７ 日本画

156 宮崎　恭子（恭） 島の子 １０２．２×１２７．７ 日本画

157 宮崎　恭子（恭） 白秋 ８７．３×１３５．９ 日本画

158 宮崎　恭子（恭） 古梅残春 ９６．３×１４０．５ 日本画

159 宮崎　恭子（恭） 無題 ８８．３×１３２．３ 日本画

160 宮崎　恭子（恭） 島の子　Ａ ７２．０×１０２．２ 日本画

161 村井　周作（深泉） 渓流 ４１．８×３８．６ 南画

164 近藤　守 青海波千鳥　丸 ２３．０×３５．０ 陶板

165 近藤　守 青海波千鳥　角 ２７．０×２７．０ 陶板

166 近藤　守 青海波　花入 １６．０×１１．０ 陶芸

167 大田　静枝 招きふく ４６．６×８２．０ エコアート

168 大田　静枝 おじぞう様 ２７．６×２２．４ エコアート

169 大田　静枝 ミッキーマウス ３０．０×２４．８ エコアート

170 大田　静枝 ふくの里 ２２．６×２７．８ エコアート

171 三宅　司郎 パンジー ６０．０×５１．０ 油彩画

174 山本　美文 寅 ４１．０×３８．０ 南画

175 藤井　朝海 春が来た ５３．０×６４．０ 写真

176 藤井　朝海 立山 ５０．２×６０．４ 写真

177 三宅　司郎 山家（大道理） ４７．６×５７．０ 油彩画

178 三宅　司郎 毒だみ草 ５３．４×４４．２ 油彩画



179 野間　美代子 九州千里原　風薫る春 ５８．０×６５．４ 油彩画

180 野間　美代子 木樹 ５３．６×４４．２ 油彩画

181 野間　美代子 白い花 ５０．０×４１．０ 油彩画

192 藤井　宗男（宗鳳） 木の葉 ８６．２×８６．２ 書

194 近藤　守 風文香炉 ９．０×１１．６ 陶芸

195 近藤　守 風文長方皿 ２４．０×２９．８ 陶芸

199 安永　忠 古代幻想「祀」 ３５．０×３０．０ 陶芸

201 岡本　国治 大賀ハス ５３．０×６５．０ 写真

202 岡本　国治 ひと休み ６０．０×６０．０ 写真

203 松本　紀是 然・静 ３０．３×３７．０ 油彩画

204 松本　紀是 然・美 ３０．３×３７．０ 油彩画

205 山縣　君代 萩城跡 ５５．８×６３．６ 油彩画

210 原田　利昭 紅景 ６２．５×５１．５ 写真

211 原田　利昭 清流 ５１．５×６２．５ 写真

212 末田　浩一 喜びと悲しみの比率 ２５．０×２４．０ オブジェ

213 山本　章 叫び ７９．０×６５．０ 写真

214 松浦　由紀子（汀舟） 日の光・・・ ５６．０×３９．０ 書

215 松浦　由紀子（汀舟） おとめごは・・・ ５２．０×２９．０ 書

216 松浦　由紀子（汀舟） 久方の・・・ ３９．０×６１．０ 書

218 石丸　康生 花 ５０．９×３９．４ 花

221 東島　晋 白梅 ６４．０×５３．０ 写真

222 東島　晋 散花 ６２．４×５１．４ 写真

223 岡　明代 トピアリー ３１．２×２６．４ 押し花

224 岡　明代 トピアリー ３１．２×２６．４ 押し花

225 岡　明代 バラ ３９．４×３２．２ 押し花

226 岡　明代 クリスマスローズ ５４．０×４５．０ 押し花

229 渡辺　俊行（渡　俊一） 花言葉Ⅰ（すいせん・べにばな・あやめ） ４４．０×２４．０ ボールペン

230 渡辺　俊行（渡　俊一） 花言葉Ⅱ（たますだれ・もみじあおい・ブルーテージー） ４４．０×２４．０ ボールペン

231 金井　道子 華（牡丹） ４４．６×５６．２ デジタルアート

232 金井　道子 華（岩とつつじ） ４４．６×５６．２ デジタルアート

233 金井　道子 華（２匹のアヒルと２鉢） ４４．６×５６．２ デジタルアート

234 福谷　浩志 深くて暗い深淵を ６１．６×４９．８ 水彩画

235 福谷　浩志 真実の存在 ５２．０×６７．４ 水彩画

236 山中　崇子 笑み ３０．７×３０．７ 押し花

237 山中　崇子 華 ５５．２×３０．０ 押し花

238 原　捷太郎 バラ ５１．０×６９．６ 油彩画

239 原　捷太郎 静物 ４６．３×５５．６ 油彩画

240 金井　道子 桜 ４４．７×５６．０ デジタルアート

241 金井　道子 華 ４４．７×５６．０ デジタルアート

242 金井　道子 あかり ４４．７×５６．０ デジタルアート

243 小林　功於 Landscape♯21 ５２．５×６２．５ 版画



244 小林　功於 Landscape♯12 ５２．５×６２．５ 版画

245 弘中　武士 津軽富士（岩木山） ３７．４×４６．５ 油彩画

246 弘中　武士 加賀富士（白山） ３８．１×４７．２ 油彩画

247 弘中　武士 伯耆富士（大山） ３７．８×４６．８ 油彩画

248 弘中　武士 薩摩富士（開聞山） ３８．０×４７．１ 油彩画

249 岡　明代 豆茶かご ４３．５×５２．６ 押し花

250 岡　明代 リボン ４３．８×５２．６ 押し花

251 岡　明代 ボーダーライン ４４．７×５３．５ 押し花

252 岡田　和子 晏如 ２５．５×５０．５ 書

253 石丸　郁枝 扇舞 ４１．３×３８．６ 南画

254 河村　よし子 望～会津民俗館 ２６．０×３２．０ 木版画

255 河村　よし子 熊野神社 ３６．５×４３．８ 木版画

256 河村　よし子 崇～津和野・愛宕神社 ７９．８×４１．０ 木版画

257 東島　晋 乱れた水面 ５４．６×６７．５ 写真

258 東島　晋 ツタグラフィック １０９．０×１５１．２ 写真

259 岩田　純 ホッと・・・ ３４．２×５２．５ アクリル

260 岩田　純 午後のひととき ５６，７×４５．４ アクリル

261 藤井　宗男
 古城 ８７．６×８６．２ 書

262 近藤　守 パズルカード1880 ３０．０×３０．０ 陶　板

263 船本　寛 パラポルティアニ教会 ７２．０×６４．２ 油彩画

264 船本　寛 夕暮れのサントリーニ ６８．０×４８．８ 油彩画

265 渡辺　俊行（渡　俊一） 猫と魚 ２９．７×２２．２ デジタルアート

266 渡辺　俊行（渡　俊一） ふにゃーにゃ ２９．７×２２．２ デジタルアート

267 渡辺　俊行（渡　俊一） １ねん1組ぴょん太くん ２８．０×２１．１
デジタルアート

アクリル画

268 渡辺　俊行（渡　俊一） RAKUGAKI ５０．５×４３．０
デジタルアート

アクリル画

269 渡辺　俊行（渡　俊一） 平面的宝石 ５１．２×５１．２
デジタルアート

アクリル画

270 渡邉　紅雲 書「竹久夢二…窓辺」による ２８．８×４０．２ 書

271 渡邉　紅雲 昴 ４７．５×３８．５ 書

272 日下　千砂惠 牡丹 ９７．５×７９．９ 日本画

273 日下　千砂惠 蓮 １３０．５×８６．５ 日本画

274 岡本国治 貴船まつり ６０．１×６０．０ 写真

275 原田利昭 春の宮島 ３９．０×５１．５ 写真

276 原田利昭 乱舞 ６５．０×５４．０ 写真

277 松浦　由紀子（汀舟） 古池や蛙とびこむ水の音 ３５．０×３２．０ 書

278 松浦　由紀子（汀舟） うまさうな雪がふうはりふはりかな ３５．０×３２．０ 書

279 松浦　由紀子（汀舟） この道や行くなしに秋の暮れ ３５．０×３２．０ 書

280 松浦　由紀子（汀舟） 牡丹散ってうちかさなりぬ二三片 ３５．０×３２．０ 書

281 松浦　由紀子（汀舟） 五月雨のふりのこしてや光堂 ３５．０×３２．０ 書

282 松浦　由紀子（汀舟） 東山しずかに羽子の舞ひ落ちぬ ３５．０×３２．０ 書

283 野間　美代子 水芭蕉 ６８．５×４９．０ 油彩画



284 野間　美代子 港 ９３．０×１１1．０ 油彩画

285 野間　美代子 港町 ７９．０×９１．５ 油彩画

286 野間　美代子 風景 ６８．５×６１．０ 油彩画

287 野間　美代子 シクラメン ７０．０×５７．０ 油彩画

288 野間　美代子 花 ５２．５×６１．０ 油彩画

289 野間　美代子 夜を待つ港町 ５９．０×６６．５ 油彩画

290 野間　美代子 早春の山里（石鎚山遠望） ５７．５×６９．５ 油彩画

291 野間　美代子 桜爛漫 ５５．５×６７．５ 油彩画

292 野間　美代子 青海島 ５０．５×６０．２ 油彩画

293 野間　美代子 寺院 ５６．５×４７．０ 油彩画

294 野間　美代子 春爛漫 ５０．５×３８．５ 油彩画

295 太田　静枝 無題 ７０．０×７０．０ パッチワーク

296 太田　静枝 無題 ８２．５×８２．５ パッチワーク

297 太田　静枝 無題 ９５．０×１４２．０ パッチワーク

298 太田他合作 WELCOME ５８．０×８１．５ パッチワーク

299 太田　静枝 無題 ４４．０×５４．０ パッチワーク

300 太田　静枝 無題 ８１．０×８１．０ パッチワーク

301 太田　静枝 無題 ８８．０×８８．０ パッチワーク

302 太田他合作 無題 ８９．５×８１．０ パッチワーク










