
午前9時~午後4時30分（入館は午後4時まで）
●2月9日㈫午前9時からオープニングセレモニーを開催します。※2月15日㈪は休館日です。

主　催　仙北市総合美術展実行委員会　（仙北市教育委員会生涯学習課内 ℡:0187-43-3383）
後　援　仙北市、仙北市教育委員会、仙北市芸術文化協会

第
五
回

入館料 

会　期

150円 仙北市民、中学生以下の方、出品者は無料

平成28年2月9日㈫~2月21日㈰
会　場 角館町平福記念美術館

仙北市角館町表町上丁4-4　℡:0187-54-3888

ごあいさつ
　冬の恒例になりつつある仙北市総合美術展も好評の中、今回で第５回を迎えました。市民手作りの美術展として、市内で各分野の芸術創
作活動をしている方々の意識向上、また市民文化の振興に寄与しているものと思われます。
　市民の絵画・書・写真・工芸・文芸作品を一堂に集めた力作揃いの展覧会ですので、ぜひ皆様に楽しんでいただきたいと考えております。
　本展が、仙北市の芸術・文化活動の更なる活性化につながれば幸いです。

仙北市総合美術展実行委員会

水墨画　「回顧の滝」　佐藤　生治

写真　「古えからの音」　千葉　邦夫 陶芸　「陶板「猿」」　佐藤　明夫



第5回　仙北市総合美術展　展示作品紹介
（部門ごと、５０音順、敬称略）

絵　画 書 手　芸
作　品　名 出　品　者 作　品　名 出　品　者 作　品　名 出　品　者

日
　
本
　
画

初秋 岡　田　恵里子 古今集（かな） 草　彅　資　雪（徳子）
モ
ラ

祈祷師 阿　部　法　子
渓谷 小　原　洋　一 書譜臨 熊　谷　雪　雅（雅子） フクロウの住むジャングル 坂　本　邦　子
春の日 草　彅　良　子 漢字創作 熊　沢　蒼　月（ひとみ） 三人の踊り子 中　村　啓　子
早春の大佐沢 佐　藤　幸　子 楊淮表記 元　野　英　峰（英雄） パッチワーク
初冬のとき 佐　藤　二　郎 魏霊蔵薛法紹造像記 元　野　志　満（満理子） タペストリー 進　藤　裕　美
噛みしめて 佐　藤　美栄子 春の小川 酒　井　佇　泉（泉） パッチワーク 古　郡　昌　子
荒磯 高　田　文　穂 独釣寒江雪 佐　藤　彩　城（重治）

ロ
ー
ケ
ツ
染

初夏 稲　葉　敏　江
百合の花 戸　澤　秀　基 「秋は…」 佐　藤　碧　洲（貞一） あじさい 北　田　慶　子
ヤマシャクヤク 野々部　睦　子 創作 信　田　麗　水（伊代） 初夏のしずく 高　坂　悦　子
夏の実り 細　川　雪　子 天空の光と美　大曲の花火 髙　橋　　　隆 う・れ・い・・・ 小　林　ミ　サ
お久しぶり 松　田　夢　久 創作 秩　父　求　古（フミ） 十薬 酒　井　佳　子
中秋の庭 元　村　雅　子 性静者多壽考 中　村　英　峰（正孝） 梅雨の晴れ間 佐　藤　みつ子
雲龍 柳　本　　　功 藤原能宣の歌 中　村　竹　紅（桂子） 朱夏の宴 鈴　木　礼　子
聖灯 山　本　恵　子 良寛の詩 西　宮　雪　紅（徳子） 親子 高　橋　肇　子

洋
　
　
画

きになる野菜 大　沢　純　子 良寛の詩 野々部　祥　園（睦子） 幻想 千　葉　喜美子
早春 小　林　和　也 風信帖 福　島　樹　李（樹里） 惜春 西　宮　徳　子
ねこ 小　林　ゆり子 創作 福　田　美奈子 風に揺れて 水　谷　悦　子
見知らぬ街 酒　出　ミ　ヤ 創作 三　浦　史　鶴（博子） 芳醇の紅 八　柳　トク子
もみじの絨毯 髙　橋　喜代子 百人一首　前大僧正行尊の歌 八　栁　翠　雪（トク子） 刺

繍
カラーの日がさ 伊　勢　弘　子

わたしの里 田　口　淳　子 千字文の一節 八　柳　竹　耀（良太郎） やすらぎ 戸　村　千鶴子
早春の詩 千　田　千　佳 創作（漢字） 山　田　翠　憬（京子） 布小物
コンポジション 秩　父　フ　ミ カルトナージュ 小　林　美知子
りんごと麦藁帽子 難　波　秀　男 短　歌 ちりめん細工 小　林　喜美子
ひと休み 堀　川　民　子 作　品　名 出　品　者 フェルト
抱返り 元　村　宗　章 尾花色 門　脇　征　子 羊毛フェルト 堀　部　麻　美
祈り 渡　部　智　子 寒き夜を 佐　藤　愛　子 発表会 梁　田　ゆう子

水
墨
画

霧中林 太　田　瑛　華（弘美） 山肌を 橘　　　貞　子 ソープ ･ カービング
風景 大　平　弘　司 刻をしのぶ 中　村　竹　紅（桂子） ソープ・カービング 黒　澤　あけみ
百人一首より 草　彅　春　翠（貴美子） 春と花 畠　山　真智子 ソープ・カービング 黒　澤　美　鈴
回顧の滝 佐　藤　生　治 他つるし飾り 能　美　恵　子
初冠雪 千　葉　忠　道（忠昭） 俳　句 プラ板 古　郡　知　美

俳
　
　
画

ひょうたん 狐　崎　湛　子 作　品　名 出　品　者
山茶花 草　彅　良　子 秋の日 伊　東　和　子
子鹿の月見 菅　原　美喜子 冬晴 小　玉　敦　子
月・天・心 畠　山　正　子 冬北斗 鈴　木　睦　子
竹 藤　田　静　子 ミニトマト 富　田　たけし
シクラメン 松　田　夢　久 冬薔薇 藤　田　静　子

雲の峰 渡　邉　素　女（モト） 【出品内訳】 計 141 点
写　真 絵画 37

作　品　名 出　品　者 工　芸 ・日本画 14
晩秋 稲　田　末五郎 作　品　名 出　品　者 ・洋画 12
水面に映る秋 草　彅　絵　利

陶
　
　
芸

香合（三番叟） 荒　川　久　枝 ・水墨画 5
小さな秋 草　彅　春　行 小さいつぼ 池　田　永太郎 ・俳画 6
郷愁 小　林　武　祐 すかし彫り花入れ 草　彅　八重子 写真 25
燃える紅葉 佐　藤　清　美 辰砂壺 境　田　幹　正 書 21
新旧交代、夢を乗せて 佐　藤　生　治 たこ 佐々木　孝　子 短歌 5
おばこ 佐　藤　寅　雄 陶板「猿」 佐　藤　明　夫 俳句 6
家臣（戸沢氏祭） 佐　藤　　　守 抹茶碗　芽生え 館　花　久　子 工芸 20
秋霧仙北 菅　原　正　一 茶香炉 栁　下　陽一郎 ・陶芸 8
紅葉 高　橋　幸治郎

押
し
花
絵

赤富士 赤　川　和　子 ・押し花絵 5
HINOTORI 髙　橋　　　覚 バラ 菅　原　美喜子 ・七宝焼 2
色彩 髙　橋　信　勝 小判草　 髙　橋　孝　子 ・染色 1
落陽 高　橋　弘　子 高原の別荘 西　宮　愛　子 ・切り絵 1
時間旅行 田　口　　　康 曼珠沙華 藤　川　聖　子 ・楽器 1
古えからの音 千　葉　邦　夫 七宝焼 ・アート盆栽 1
秋色 照　井　宏　悦 希望 角館七宝クラブ ・紙人形 1
秋の風 難　波　和　夫 輝 七 宝 焼 愛 好 会 手芸 27
希望の橋 羽　川　光　栄 染色 ・モラ 3
倒影 樋　口　清　行 願人踊 廣　川　　　潔 ・パッチワーク 2
中川・市之丞の桜 藤　川　正　男 切り絵 ・ローケツ染 12
青と赤 藤　田　一　志 初冬 髙　橋　惠利子 ・刺繍 2
老舗旅館 藤　原　君　雄 楽器 ・布小物 2
耐える 三　浦　　　勇 横笛 根　岸　正　幸 ・フェルト 2
晩秋 三　浦　誠　幸 アート盆栽 ・ソープ･カービング 2
里の秋 水戸谷　　　彰 アート盆栽　野梅 千　葉　かおる ・他 2

紙人形
くすだま人形 草　彅　貴美子

※一部作品を変更する場合があります。


