
No 0代表者名 会場 作家、団体・グループ名 人数 ①テーマ・作品名 ② 種別・展示内容 ③ 日時及び時間帯 部門：展示の種類 代表者名

1 加藤 可奈衛 M1 A チーム・コミュニティとアート 5 コラボ2021－C・A 平面　 約100×160cm 程度・他 展示 I 加藤 可奈衛

2 　　　〃 M1 A チーム・コミュニティとアート 5 ワークショップ＆クラフト販売 絵画・版画・手作り小物等 11月6日 10ー15  アートイベント D 加藤 可奈衛

3 加藤 可奈衛 M1 D チーム・大教大 彫刻ゼミ 5 コラボ2021 立体 100×100×100cm程度・他　 展示 I 加藤 可奈衛

4 　　　〃 M1 D チーム・大教大 彫刻ゼミ 5 ワークショップ＆小物販売 絵画・版画・創作小物 11月7日10ー15  アートイベント D 加藤 可奈衛

5 松枝 道政 M1 C 松枝 道政 無題 アクリル抽象：平面６号１６〜25枚 展示 A 松枝 道政

6 新 よし子 M1 C 新 よし子 作品　1，2，3 油彩 展示 A 新 よし子

7 家近 健二 M1 C 家近 健二 想1,2,3,4,5・・・ 平面(絵画):30号、S(正方形） 展示 A 家近 健二

8 木谷 市江 M1 B 木谷 市江 忍野雪景　 110×55 展示 A 木谷 市江

9 夛田 慶子 M1 B 夛田 慶子 漂着 水の中に浮く物体を描きました 展示 A 夛田 慶子

10 原賀 正弘 M1 B 原賀 正弘 風景画　 D-10号　 展示 A 原賀 正弘

11 川俣 夏代 M1 B 川俣 夏代 初夏のかおり 日本画 展示 A 川俣 夏代

12 浜本 隆司 M2 A 浜本 隆司 グラン・ハピネス 来たるべきハレの日のために 展示 I 浜本 隆司

13 青木 楓 M2 B 大阪芸術大学付属大阪美術専門学校 6 ビセンお絵かき戦隊 絵画の原点 展示 I 青木 楓

14 清水 一意 M2 C 清水 一意 道明寺合戦『玉手の闘い』 10分の1のサイズの武者50体にて合戦場面を表現 展示 I 清水 一意

15 中川 健 T1 AB 冬耳(Fuyuji) “カムイユカル”“billion years traveller”　 絵画作品インスタレーション インスタレーション A 0 中川 健

16 松原 一彦 T1 C 松原 一彦 枝豆　 立体　80×80×180 展示 A 松原 一彦

17 木村 静 T1 HG 木村 静/中浦 眞一/錦織 肇子 3 anything 水墨/油彩/墨彩 展示 I 木村 静

18 安田 祐子 T1 C やすだゆうこ 『時空を超えて』インスタレーション 日本遺産になった柏原の過去から現代への旅 インスタレーション I 安田 祐子

19 宮﨑 美幸 T1 E 木津 美幸 『刻鼓』立体インスタレーション この土地に刻々と積み重なった「時」の鼓動 インスタレーション I 宮﨑 美幸

20 岩本 貞子 T1 D 岩本 貞泉 書（心にひびく言葉） 書 展示 A 岩本 貞子

21 岩本 貞子 T1 F 西照 夢 タイ布手造り品 タイの布で造った手作り(衣類、他) 31日/3日/6日/7日 アートイベント D 岩本 貞子

22 清水 章禅 T1 Z 三曲演奏会 4 和楽の世界 お箏、尺八 31日午前・午後 パフォーマンス C 清水 章禅

23 西村 優子 T2 くるくる・布リユースくらぶ 25 古着・端布でエコアート クレイジーキルトで思い思いの作品を… 展示 A 西村 優子

24 西村 優子 T2 くるくる・布リユースくらぶ 25 SDGsな手づくり分かち合い バッグ、小物、アクセサリー販売 31日、3日、6日、7日 アートイベント D 西村 優子

25 髙森 景子 T2 BC 柏原市立堅下北中学校３/２年生 200 だじゃれカルタ、柏原市に住む妖怪 平面・A4ｘ100〈３年生）、立体・10x10x10（２年生） 展示 B 0 髙森 景子

70 西村 優子 T2 AnyアートWaterSpot(refill Japan協賛) 仮設給水スポット SDGs社会実証実験の一環 S3-3日、T2-6日,7日 西村 優子

26 米井 啓子 K１ 米井 啓子 籠の花　 油彩４号 展示 A 米井 啓子

27 小西 勝 K1 小西 勝 陽炎　 水彩１０号 展示 A 小西 勝

28 塚口 隆子 K1 塚口 隆子 水辺の風景 水彩６号 展示 A 塚口 隆子 

29 森脇 二三江 K1 森脇 二三江 あじさい F8号 展示 A 森脇 二三江

30 吉田 昭子 K1 吉田 昭子 希望に乗せて F8号 展示 A 吉田 昭子

31 草嶋 多江子 K1 草嶋 多江子 夫婦岩 F8号 展示 A 草嶋 多江子

32 刈谷 美千代 K1 刈谷 美千代 古城の宿から F4号 展示 A 刈谷 美千代

33 東前 和子 K1 東前 和子 けあらし立つ(浮見堂) F10号 展示 A 東前 和子

34 新田 昭一 K2 2F 気ままな仲間たち:新田,市川,越智,谷口,中浦,西村,松井,安尾 8 「自画自産」展 じいさん　姐さん　花盛り 展示 A 新田 昭一

35 浅田 信子 K2 1F 麗光 龍の演舞 ろう彩書® 展示 A 浅田 信子

36 井上 陽介 K2 井上 陽介 鍋塚マジックアワーとイノセンス 写真(六つ切り２枚, 203 × 254 ミリ) 展示 A 井上 陽介

37 浅田 信子
アゼリア上市1-2 アゼリア６

階ロビー：市民プラザ
K3 アトリエ麗光（こどもからおとなまで） 20 前を向いて愉しい氣持ちで ろう彩書®生徒作品展 展示 A 0 浅田 信子

65 中川 雄彦
JR柏原駅西ロータリー

上市1
K4 Y かつひこ なかがわ ひょうたんアートⅠ (JR柏原駅前ロータリー芝生） 野外展示 I 中川 雄彦

38 辻 笙 S1 D ゲゲゲの芸術家達 17 妖怪大銭湯 関西気鋭のアーティスト17名による作品展示 インスタレーション I 辻 笙

68 辻 笙 S1 ゲゲゲの芸術家達 妖怪マーケット　11/7日 辻笙による立体紙切　10/30日 30日/7日  アートイベント D 辻 笙

39 中川 雄彦 S1 X かつひこ なかがわ ひょうたんアートⅡ その他、アルミコラージュなど多彩 展示 I 中川 雄彦

40 徳永 侑子 S2 徳永 侑子 6月の風 梅雨の晴れ間の昼下がりのさわやかな風をイメージ 展示 A 徳永 侑子

41 桐浴 邦好 S2 桐浴 邦好 タイムトラベル、宇宙のエネルギー 宇宙全体のエネルギーを抽象画にしました 展示 A 桐浴 邦好

42 友田 亮 S2 友田 亮 無題 洋画 展示 A 友田 亮

43 酒井 一美 S2 酒井 一美 疾走　 油彩 １０号 展示 A 酒井 一美

44 夛保 義之 S3 M 夛保 義之 不思議な仮面の世界 ３０点：20cm×30cm×30cm程 展示 I 夛保 義之

45 河村 小百合 S3 X こうのとりさゆり ロックオン パッチワーク（布ギレ繋ぎ） 展示 A 河村 小百合

46 青木 市子 S3 Q 青木 市子 市子の陶芸作品 穴窯、登り窯、釉薬物、壺、茶碗、菓子器他 展示 I 青木 市子

47 中村 克子 S3 G 中村 克子 あかりを灯しましょう 手作り照明 展示 A 中村 克子

48 岡本 洋子 S3 P 岡本 洋子 多彩な鳥の世界 木造彫刻群 展示 I 岡本 洋子

58 AnyアートFM S3 R AnyアートFM 20 靴型アート大集合 Anyアート特別企画 展示 A 0 AnyアートFM

57 AnyアートFM S3 B FMワークショップ 20 靴型アート ワークショップ：リーダー森山 陽介 ３日  アートイベント D 0 AnyアートFM

49 森山 陽介 S3 F 森山 陽介 視線のゆくえⅠ・Ⅱ 日本画「躍動する現代美術」『文展』誌上展覧会特別賞 展示 A 森山 陽介

50 浜﨑 久枝 S3 A
河内かしわら わたの日

イエロー・ライン・プロジェクト
20 わたの日「収穫祭」 棉の幹、綿実、コットンボール 展示 I 濱﨑 久枝

51 浜﨑 久枝 S3 A
河内かしわら わたの日

イエロー・ライン・プロジェクト
20 河内木綿・手紡ぎ 手づくり小物、アクセサリーなど 31日/3日/6日/7日  アートイベント D 濱﨑 久枝

52 向 文子 S3 C やねん アートと雑貨のお店『育・クリエイト』 手作り小物 31日/3日/6日  アートイベント D 向 文子

53 生駒 寿賀 S３ C 生駒 寿賀 手作り小物 人形・手提げ・リース 31日/3日/6日/7日  アートイベント D 生駒 寿賀

69 生駒 美穂 S３ C 生駒 美穂 デッサン 展示 D 生駒 美穂

54 五郎畑 美紀 S3 B もっさんみいこ もっさんみいこのつくってあそぼ!! 工作ワークショップ絵本　グッズ販売 6日  アートイベント D 五郎畑 美紀

55 清水 里美 S3 D 清水 里美 手作りアクセサリー イヤリング、ブローチ、造花 31日・3日  アートイベント D 清水 里美

56 遠藤 サチヨ S3 B 幸＆イエローバンド 色々吹きます・飛び入りOK ハーモニカ演奏 31日10:00-12:00 パフォーマンス C 遠藤 サチヨ

59 山西 一啓 S3 H ikkei LED花火 多彩な打ち上げ花火！表から見るか？裏から見るか？ 展示 A 山西 一啓

60 山西 一啓 S3 H ikkei 2 虹色ライト（宇宙のカケラ、天の川の雫）/ Heart & Star　 虹色に光る 幾何学模様/光るネックレスやブローチ 31日/3日/6日 アートイベント D 山西 一啓

61 勝田 哲司 S3 B 勝田 哲司 ロボットの自動演奏 ロボットの自動演奏やロボットおみくじ 31日 アートイベント D 勝田 哲司

66 山下 春生 S3 I yama(山下 春生） 新しい電子楽器「アームテルミン」 デモ動画　 https://youtu.be/bps-juhJf-I 展示 A 山下 春生

67 山下 春生 S3 I yama(山下 春生） アームテルミンを弾いてみよう　 楽しい電子楽器の展示・販売 30土//31日 アートイベント D 山下 春生

62 樋口 尚 長瀬川清洲/了意川今町 S4 樋口 尚 川をつなぐ インスタレーション インスタレーション I 樋口 尚

63 髙森 景子
ほのぼのかたしも

平野1-12-1
H1 柏原市立堅下北中学校１年生 100 私の木 平面　A3x100（１年生） 展示 B 0 髙森 景子

64 樋口 尚
柏原市新庁舎かしわらテラス

安堂町1-55
Y1 樋口 尚 30 風とあそぶ、無重力の絵画 アートパフォーマンス 31日〈日）午後3時 パフォーマンス C 樋口 尚
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ふれあい館オガタ

清州  1-3-21

ヤマニシデンキ

大県1−5−3

問屋場亭

国分本町4-9-27

ふれあいステーション

国分本町1-1

〈ジョイフル国分２階）

観音寺

太平寺2-12-18

カタシモワイナリー

太平寺2-9-14

かふぇたかい

上市3-6-14

それぞれの想いがあっ

て、それぞれの表現があ

る。絵を描くことの楽し

みがはじめにあることが

大事。

ノーウェア柏原

大正1-3-34            大

正通りネスト

櫻湯

堂島町３−１


