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合同展出品作品全目録 
2 日～6 日の予定でしたが 9 日まで延長しました 

絵 画 の 部 

お名前 作 品 号 専門科目 

青山 六弥 
 菩薩像 F10 パステル 

内科 
 裁縫する女（小磯良平模写）  F10 パステル 

秋葉 琢磨 
 俺達の連山（日本アルプス）Ⅰ F50 墨絵 

産婦人科 
 俺達の連山（日本アルプス）Ⅱ F10 墨絵 

秋葉 則子 
 Sewing Gramma P8 墨絵 

内科 
 茅葺屋根 F30 油彩 

浅谷 浩正 
 塩引き鮭   31×91㎝ 油彩

眼科 
 思い出の人形 F6 油彩 

安彦洋一郎  花火満開 P20 アクリル 内科 

江川 政昭  春彼岸  F10 油彩 皮膚科 

榎本 貴夫 

 高千穂－真名井の滝 F20 油彩 

脳神経外科 
 養老渓谷 幻の滝 B2 油彩 

 養老渓谷 粟又の滝 B10 油彩 

 アラン島 F10 油彩 

海老原隆郎 
 ノヴォデーヴィッチ修道院  50×44㎝ 水彩

内科 
 花（あじさい）  43×36㎝ 水彩

荻野 公嗣  バレエのレッスン F80 油彩 眼科 

海野  泉 
 秋の鳥海山 F20 油彩 

内科 
 秋の花とフルーツ F21 油彩 

金古  進  赤城山 F25 油彩 外科 

唐沢 信安  初夏の渓谷 F10 油彩 内科 

木村 典子 

 元旦の神楽  F10 油彩 

内科  ポースリン F20 油彩 

 川の要塞   F30 油彩 

楠   登  京の夢 大阪の夢 F10 油彩 産婦人科 

桑野  茂  ニースの坂道  F100 油彩 整形外科 

小林 信や 
 Ｍ先生 F6 パステル 重症心身障

害  足組む赤ん坊 F10 油彩 
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坂下  昇  ひまわり F30 油彩   

櫻井  實 
 森深沈 F20 日本画 

整形外科 
 追 憶 F21 日本画 

白幡 雄一 
 かもめ F50 油彩 

耳鼻咽喉科 
 Ｂ子像 F30 油彩 

白幡 裕子 
 夢の中へ  P8 パステル 

耳鼻咽喉科 
 裸 婦  F10 パステル 

白矢 勝一 

 オ・ラパン・アジル F30 油彩  

眼科 

 ピアノの･バー P100 油彩 

 初デビュー P100 油彩 

 パリジェンヌ Ⅰ F30 油彩  

 パリジェンヌ Ⅱ F50 油彩 

 壁 F100 油彩 

白矢けんじ 

 救い Ⅰ F20 パステル 

家族  救い Ⅱ F40 パステル 

 救い Ⅲ F20 パステル 

鈴木  博  更 紗 F30 油彩 耳鼻咽喉科 

須賀  功  婦人像 F8 油彩 内・小児科 

鈴木 啓之 

 古代黒米 F30 油彩 

皮膚科  縄文の夜 F20 油彩 

 静 寂 F30 油彩 

隅坂 修身 
 人生は旅 F20 パステル 

整形外科 
 旅は人生 F20 パステル 

高木  實  ひまわり F30 水彩 産婦人科 

新本  稔  スイスの風 F15 油彩 外科 

野口 眞利 
 絵描きのいる風景 F10 油彩 

内科 
 北アルプス遠望 F10 油彩 

日高 歐子  好 日  F4 水彩 内・小児科 

村山 正則  七五三風景 F8 クロッキー 外科 

安田 和子  静 物 F6 水彩 家族 

安田 修一  湯の丸高原の風景 F25 内科 
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山崎 嘉弘 

 バイオリンと花 F80 アクリル 

内科 
 夏の部屋 F80 アクリル 

 グッドモーニング F50 アクリル 

 テーブルの上のカラー S50 アクリル 

渡辺  晋  金婚式後 P12 油彩 内科 

斉藤 懐子  君がまぶしい P15 油彩 医院職員 

板垣  悠  包 む P10 日本画 医院職員 

竹内 泰絵  風 景 36cm×28cm 医院職員 

        

写 真 の 部 

お名前 作 品   専門科目

新井 隆彦 
 メコンの崖上 デジタル 

内科 
 メコンの行水 デジタル 

岩瀬  光 
 棚田のシルエット（雲南省） ポジ 

眼科 
 人生の坂道（岩国市） ポジ 

大武 秋笙 
 トルコ軍楽隊の入場行進 ポジ 

産婦人科
 トルコ軍楽隊の演奏 ポジ 

大武 省三 
 雨上がりの薔薇 ポジ 

外科 
 仲良し ポジ 

大森佐一郎 
 コブシの咲く頃 デジタル 

整形外科
 根雪の来る頃 ポジ 

木村 典子 
 木組みの家 ネガ 

内科 
 ハーメルンの笛吹き男 ネガ 

斉藤 三朗 
 二つの顔の丘 Ⅰ ポジ 

内科 
 二つの顔の丘 Ⅱ ポジ 

白矢 智靖  魚いるか デジタル 眼科 

白矢 泰三  明石の月 デジタル 歯科 

白矢 輝靖  街角で一人 デジタル 医大生 

関口 直男 
 立夏の夕日 ネガ 

皮膚科 
 盛夏に咲く ネガ 

高橋 俊一 
 黎明の剣岳 ポジ 

内科 
 暁の槍ヶ岳 ポジ 
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鷹橋 靖幸 
 雨あがり デジタル 皮膚泌尿

器科  光の芸術 デジタル 

竹腰 昌明 
 黄 龍 デジタル 

耳鼻科 
 黄昏のランギロア デジタル 

三上 英夫 
 田んぼアート デジタル 

産婦人科
 踊り子 デジタル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

書 道 の 部 

お名前 作 品 書体 専門科目 

秋葉 琢磨 
 自詠の句     行書 

産婦人科
 自詠の句    行書 

飯田 文良 
 白楽天 長恨歌  行書 

外科 
  〃      篆書 

大西 正一 
 山頭火の句    かな 

内科 
 芭蕉の句     かな 

大原 政子  青雲萬里心   行書 医療事務

小口 明子  子規のうた    かな 家族 

小口 英世 
 少欲知足   ）  草書 

内科 
 賈島 尋隠者不遇詩 草書 

中村 純一 
 万葉集 みたみわれ かな 

外科 
 万葉集 ひさかたの かな 

新関 寛二  論語 学而第一 楷書 皮膚科 

二宮 文乃  花開蝶自来    草書 皮膚科 

 

書道展会場寸景 


