
No. 氏   名 作品種類 題   名 No. 氏   名 作品種類 題   名

1 倉橋照恵 短　歌 ヴェルサイユ宮殿 40 森　　梅子 スカート

2 山田知恵 書道　掛軸 般若心経 41 塚村克美 ジャケット

3 山岡八重子 俳　句 42 藤井純子 ジャケット

4 柳本唯平 木　彫 お　盆 43 松井憲司 盆　栽 松

5 柳本唯平 俳　句 秋　燕 44 坂本保男 飾　り　盆

6 柳本康江 書 春 45 渡辺ヤチエ 焼　物 花 瓶

7 倉橋俊彦 水　彩　画 ローマの神殿と凱旋門 46 渡辺ヤチエ 焼　物 茶 碗

8 倉橋俊彦 水　彩　画 北イタリアの風景 47 広井富貴子     ベスト＆パンツ

9 渡辺公恵 水　彩　画 果　物 48 西村亮子 絵　手　紙 みかん

10 渡辺公恵 水　彩　画 花 49 倉掛踊乱会

11 大坪久子 絵　手　紙 フォックスフェイス「戯れ」 50

12 大坪久子 絵　手　紙 りんどう「野の道に」 51

13 朝原久子 絵　手　紙 感　謝 52 倉掛少年団

14 朝原久子 ボールペン習字 人生の言葉 53 第3部消防団

15 谷　和政 写　真 富士山須走口8合目からの御来光 54 倉掛婦人会 写　真

16 谷　和政 写　真 富士山須走口8合目からの御来光 55 サロンあすは 写　真 サロンあすはの歩み

17 山本勝己 写　真 石　鎚　連　峰 56 自治連合会

18 山本勝己 写　真 西日本最高峰天狗岳 57 竹田京子 かな習字 実 用 の 書

19 山岡秀男 写　真 穂高連峰奥穂高岳山頂より 58 戸井淑恵 絵　手　紙 転んだらダルマ起こしてね

20 山岡秀男 写　真 ジャンダルムを望む 59 戸井淑恵 絵　手　紙 元 気 生 姜

21 若林義夫 木　彫 板　彫 60 松井隆太郎 般　若　面 屋 久 杉 材 (大)

22 若林義夫 木　彫 菓　子　器 61 松井隆太郎 般　若　面 楠　材 (小)

23 山岡邦夫 面 小　面 62 小林和幸 面 翁

24 山岡邦夫 短　冊 紅　葉 63 小林和幸 珍　品 平和の家庭

25 河合典子 フラワー生け花 フラワーアレンヂ 64 瀬川秋子 陶　器

26 河合典子 フラワー生け花 こ　け　玉 65 瀬川秋子 編　み　物

27 山岡淑子 漢　習　字 登地固山 66 川相絹子 絵　手　紙 岩根しぼり

28 山岡淑子 友禅染　(手描) 友禅百花 67 川相絹子 絵　手　紙 蕗　の　薹

29 渡辺研一 珍　品 修身の本 68 大久保　格 私の年賀状

30 渡辺元子 陶　芸 初めての備前焼 69 五年生の作品 絵　手　紙

31 渡辺元子 プリザーブドフラワー 迎春用リース 70 田原耕太郎 絵　手　紙 寒　椿

32 大久保政子 立　華 71 田原耕太郎 絵　手　紙 野　菊

33 小林八重子 生　花 72 遠藤生三 彫　刻 風　来　山　人

34 川相裕子 万　年　青 73 遠藤生三 彫　刻 堤を流す井原音頭

35 渡辺悦己 葉　蘭 74 若林恵美子 お　盆 やすらぎの時

36 川相　　豊 写　真 旅 75 渡辺幹男 面 猿　田　彦　命

37 川相　　豊 写　真 旅 76 渡辺幹男 面 思　兼　命

38 若林節子 ジャケット 78

39 西村亮子 ジャケット 79

倉掛新聞・賞状・写真

集合写真＆操法の賞状＆トロフィー等

ハッピ(男、女)＆集合写真

第 １ 回 倉 掛 文 化 祭 出 品 一 覧 表

バレーボール同好会・賞状トロフィー＆ユニフォーム＆写真

 ソフトボール同好会・カップ＆タテ等＆メンバー写真

各行事のスナップ写真＆賞状等


