
第37回京都新聞チャリティー美術作品展　寄贈者
（敬称は略させていただきました）

陶 芸 家
日本画府　日府展	 青　木　九仁博
	 粟生屋　東　洸
日本工芸会　	 赤　沢　露　石
日展　	 浅蔵　五十吉（與成）
	 芦　田　直　人
京都青窯会協同組合　京焼・清水焼伝統工芸士会	 荒　井　寿　泉
	 有　松　　　進
	 有　賀　円　佳
日本工芸会　	 安　東　利　喜
日本工芸会　	 猪　飼　祐　一
美濃陶芸協会　	 石　田　義　人
日本工芸会　	 石　橋　裕　史
	 和　泉　良　法
重要無形文化財保持者　日本工芸会	 伊勢﨑　　　淳
創工会　	 市　川　博　一
日本工芸会　	 市　野　悦　夫
日本工芸会　	 糸　井　康　博
京都陶磁器連合会　京焼・清水焼伝統工芸士会	 伊　藤　嘉　峰
京都色絵陶芸協同組合　	 伊　藤　　　毅
京焼・清水焼伝統工芸士会　	 伊　藤　南　山
日本工芸会　	 伊　藤　順　康
	 伊　藤　　　均
	 伊　藤　　　優
	 今　井　完　眞
信楽焼伝統工芸士会　	 今　井　日　光
信楽焼伝統工芸士会　	 今　井　宏　重
文化功労者　日本芸術院会員　日展顧問	 今　井　政　之
京都工芸美術作家協会	 今　井　眞　正
重要無形文化財保持者　日本工芸会	 今泉　今右衛門（窯）
京焼・清水焼伝統工芸士会　春秋会	 入　江　裕　起
京焼・清水焼伝統工芸士会　	 巌　田　雙　楽
	 上田　直方（六代）
日本工芸会　	 内　田　　　雅
日本工芸会　	 内　山　政　義
赤津焼伝統工芸士会会長　赤津焼工業協同組合理事長	 梅　村　晴　峰
日本伝統工芸士会　陶芸財団	 梅村　知弘（弄月）
千家十職　	 永　樂　善五郎
丹波焼伝統工芸士会　	 大　上　　　巧
	 大河内　久　子
奈良県工芸協会　	 大　塩　昭　山
	 大　西　文　博
	 大　西　雅　文

	 大　林　泰　山
日本工芸会　	 大　樋　勘兵衛
日本工芸会　	 大　樋　朔　芳
金沢市工芸会　	 大　樋　長阿弥
文化勲章　文化功労者　日本芸術院会員	 大　樋　陶冶斎
日展　現代工芸美術家協会	 大樋　長左衛門
	 大　平　和　正
京都陶磁器色絵陶絵会　	 小　垣　和　子
京都創造藝術協會理事長　	 岡　﨑　幸　徳
日本工芸会　	 岡　田　　　優
日本工芸会　山口県指定無形文化財萩焼保持者	 岡　田　　　裕
	 岡　田　　　泰
京都工芸美術作家協会　	 岡　本　　　彰
	 岡　本　　　篤
	 岡　本　由紀子
京都工芸美術作家協会　	 小　川　多佳子
二凌会（京都伝統陶芸家協会）　	 小　川　裕　嗣
	 小　川　文二郎
信楽焼伝統工芸士会　	 奥　田　英　山
美濃焼伝統工芸士会　	 小　栗　正　男
日本工芸会　	 桶　谷　　　洋
京焼・清水焼伝統工芸士会　春秋会	 小関　弘子（弘泉）
京焼・清水焼伝統工芸士会　	 小野山　照　雲
日本工芸会　	 角　谷　英　明
日本工芸会　岡山県備前焼陶友会	 隠　﨑　隆　一
京都府工芸美術作家協会　日展会友	 片　山　雅　美
	 勝　尾　青龍洞
	 勝　尾　龍　彦
日本工芸会　滋賀工美会	 加　藤　和　宏
	 加　藤　溪　山
日展　日本新工芸家連盟	 加　藤　幸兵衛
京焼・清水焼伝統工芸士会　	 加　藤　如　水
日本工芸会　美濃陶芸協会	 加　藤　尊　也
日展　創工会	 加　藤　丈　尋
日本工芸会　瀬戸市無形文化財保持者	 加　藤　唐三郎
京都工芸美術作家協会　	 加　藤　泰　一
	 加　藤　雅　巳
日展　日工会常務理事	 加　藤　令　吉
	 可　児　一　広
	 金　重　　　愫
日展　	 金　野　光　賀
日展　日本新工芸家連盟	 叶　　　松　谷
日本工芸会　	 鎌　田　幸　二
	 上出　長右衛門
日展　日本新工芸家連盟	 河　合　徳　夫



国画会　	 河　井　敏　孝
日展　	 川　上　　　徹
	 川　上　力　三
日本工芸会　石川県陶芸協会	 河　島　　　洋
日本工芸会　石川県陶芸協会	 河　島　万　璃
	 川　尻　　　潤
日本工芸会　	 川　手　敏　雄
日展　宮島御砂焼窯元圭斎窯	 川　原　圭　斎
日展　現代工芸美術家協会	 川　原　圭　二
日本工芸会　	 神　﨑　継　春
京都創造藝術協會　	 菊　池　有　桂
日展　日本現代工芸美術家協会	 北　村　　　隆
日展　現代美術展	 北　村　和　義
八世松月　大阪工芸協会	 吉　向　孮　斎
九世松月　大阪工芸協会	 吉向　松月（孝造）
日本工芸会　	 木　村　展　之
日本工芸会　	 木　村　宜　正
日本工芸会　	 木　村　盛　伸
日本工芸会　	 木　村　盛　康
	 木　村　好　博
	 清　水　六兵衞
	 草　場　勇　次
京都伝統工芸大学校教授　	 工　藤　良　健
	 國　方　善　博
日本工芸会　	 國　定　克　彦
美濃陶芸協会　	 久　野　勝　生
京都工芸美術作家協会　南丹市工芸家協会	 熊　本　一　哉
	 黒　岩　卓　実
京都創造藝術協會　	 黒　田　克　嶺
日展　創工会	 髙　坂　嘉津幸
	 神　山　清　子
日本工芸会　	 神　山　直　彦
	 小　澤　順　一
	 小　峠　葛　芳
日本工芸会　甲賀市指定無形文化財保持者	 小　林　勇　超
	 小　　　　　毬
	 米　久　和　彦
	 小　山　貴　由
	 今　　　千　春
	 近　藤　高　弘
	 坂　　　悠　太
日本工芸会　十五代柿右衛門	 酒井田　柿右衛門（窯）
	 坂　倉　正　紘
日本工芸会　	 佐々木　　　禅
美濃陶芸協会　	 佐　藤　和　次
日展　	 皿　谷　　　實
	 沢田　孝司（豊山）
京都伝統陶芸家協会　	 澤　村　陶　哉
	 柴　田　好　明
日本工芸会　	 清　水　一　二

	 清　水　圭　一
日本工芸会　常滑市指定無形文化財保持者	 清　水　北　條
日本工芸会　	 清　水　保　孝
日本工芸会　	 城　田　　　領
日本工芸会　	 新　庄　貞　嗣
	 新　庄　紹　弘
	 杉本　玄覚貞光
	 鈴　木　爽　司
	 鈴　木　貴　夫
	 鈴　木　卓　司
	 鈴　木　富　雄
京都伝統陶芸家協会　	 諏　訪　蘇　山
	 関　　　守　高
上野焼伝統工芸士会　	 髙　田　湖　山
日展　甲賀市指定無形文化財保持者	 高　橋　政　男
	 高　橋　楽　斎
日本工芸会　岡山県備前焼陶友会	 高　見　勝　代
	 滝　口　和　男
日本芸術院会員　日展理事	 武　腰　敏　昭
日本工芸会　	 竹　村　繁　男
	 竹　村　陽太郎
	 武　本　源　七
日本新工芸家連盟　日展会友	 田　中　　　忍
京焼・清水焼伝統工芸士会　	 田　中　方　円
日本工芸会　	 田　中　良　昭
日本新工芸家連盟　	 棚　橋　　　淳
信楽焼伝統工芸士会　	 谷　　　敏　隆
京焼・清水焼伝統工芸士会　	 谷　口　翠　雲
日展　日本新工芸家連盟理事	 谷　口　正　典
日本工芸会　滋賀工美会	 谷　野　明　夫
	 谷　本　あけみ
	 谷　本　　　景
	 谷　本　　　貴
	 谷　本　　　洋
日本工芸会　	 田　原　陶兵衛
日本工芸会　萩陶芸家協会	 玉　村　信　一
	 田　村　静　夫
京都工芸美術作家協会　	 張　　　義　明
	 津　田　友　子
常滑焼伝統工芸士会　	 土　平　栄　一
	 土　山　敬　司
日本工芸会　	 恒　岡　光　興
	 鄭　　　湧　水
	 出　口　ふゆひ
日展　	 寺　池　静　人
京焼・清水焼伝統工芸士会　	 寺　尾　陶　象
京焼・清水焼伝統工芸士会　春秋会	 寺　田　嘉　扇
	 天　坊　昌　彦
日本工芸会　	 德　澤　守　俊
日本工芸会　四代	 徳　田　八十吉



京都青窯会協同組合　	 土　淵　善　樹
日本工芸会　	 豊　住　和　廣
日本煎茶工芸協会　	 豊　増　一　雄
	 中　井　絵　夢
有田陶芸協会　メディチ文化協会	 中　尾　哲　彰
陶芸財団　	 中　川　　　哲
三川内焼伝統工芸士会　佐世保市無形文化財保持者	 中里　一郎（団右エ門）
瀬戸陶芸協会　	 中　島　　　卓
京焼・清水焼伝統工芸士会　	 長　田　　　大
京都工芸美術作家協会　	 中　塚　佐　一
	 中　村　翠　嵐
京都陶磁器色絵陶絵会　京もの認定工芸士	 並　川　昌　夫
	 西　浦　　　武
陶燿会　	 西　尾　瑞　舟
日本新工芸家連盟　京都工芸美術作家協会	 西　川　　　勝
日展　	 西　川　　　實
日本工芸会　	 西　端　　　正
京都工芸美術作家協会　	 　村　德　泉
日展名誉会員　現代工芸顧問	 西　本　瑛　泉
日展会友　	 西　本　直　文
美濃陶芸協会　	 二十歩　文　雄
日本工芸会　	 納　冨　　　晋
日本工芸会　備前焼伝統工芸士会	 延　原　勝　志
	 長谷川　慎　治
日本工芸会　山口県指定無形文化財保持者	 波多野　善　蔵
日本工芸会　	 波多野　英　生
日展会友　	 波多野　正　典
日展　佐賀県陶芸協会	 馬　場　九洲夫
日本工芸会　	 馬　場　弘　吉
現代工芸九州会　陶交会	 馬　場　泰　嘉
日展　日本新工芸家連盟	 林　　　慶　六
	 林　　　淡　幽
	 東　田　茂　正
	 藤　澤　友　子
	 藤　田　佳　三
京焼・清水焼伝統工芸士会　	 藤　田　瑞　古
	 藤　谷　芳　哉
	 藤ノ木　土　平
	 藤　平　　　寧
三代陶津　	 藤　本　明　成
広島県工芸美術作家協会　	 藤　本　路　加
岡山県備前焼陶友会　	 藤　原　喜久代
日本工芸会　	 古　谷　　　徹
日展　日本新工芸家連盟	 前　田　泰　昭
	 眞清水　藏六（五代）
	 眞清水　福　山
日本工芸会　岡山県重要無形文化財保持者	 松　井　與　之
日本工芸会　	 松　井　浩　之
日本工芸会　	 松　本　勝　哉
京都工芸美術作家協会　	 丸　田　憲　良

京都伝統陶芸家協会　	 三　浦　竹　泉
伝統産業工芸士会　	 水　野　敬　子
美濃陶芸協会　日本伝統工芸士	 水　野　雅　之
	 宮　川　香　雲
	 三　宅　織　部
瀬戸陶芸協会　	 宮　地　生　成
日本陶彫会　九谷焼伝統工芸士会	 宮　本　直　樹
京焼・清水焼伝統工芸士会　	 村　上　　　郁
	 村　田　陶　
日本工芸会　	 村　田　眞　人
日本工芸会　	 百　田　暁　生
桑名市萬古焼無形文化財保持者　	 森　　　一　
日本工芸会　	 森　　　一　宗
日本工芸会　	 森　　　泰　司
	 森　里　龍　生
萩陶芸家協会　	 守　繁　　　徹
現代工芸美術家協会　	 森　田　隆　司
京焼・清水焼伝統工芸士　伝統工芸士会	 八　木　海　峰
日本工芸会　有田陶芸協会	 矢鋪　秀治（與左衛門）
岡山県備前焼陶友会　	 山　内　厚　可
日展　現代工芸展	 山　岸　大　成
	 山　田　孝　藏
平成22年度早稲田大学･卒業者　芸術部門著名芸術家　萬古陶芸協会会長	 山　田　正　博
日本工芸会　	 山　中　辰　次
信楽陶耀会　	 山　村　秀　和
京都府匠会　	 山本　重行（魚雲）
	 吉　川　　　充
重要無形文化財保持者　日本工芸会	 吉　田　美　統
京焼・清水焼伝統工芸士会　京都工芸美術作家協会	 吉　村　楽　入
日本工芸会　岡山県重要無形文化財保持者	 吉　本　　　正
	 寄　神　宗　美
	 利茶土　ミルグリム

工 芸 家

日本ランプワーク協会　	 秋　場　夏　子
	 芦　田　美　穂
日展　	 安　達　雅　一
新匠工芸会　京都工芸美術作家協会	 伊　砂　新　雄
日本ガラス工芸協会　	 石　橋　忠三郎
十二世有職御人形司　	 伊　東　久　重
日本工芸会　	 伊　藤　英　美
日本芸術院会員　日展顧問	 伊　藤　裕　司
京都工芸美術作家協会　創工会	 井　上　絵美子
染色工芸　	 井　上　希美枝
株式会社シオン　	 伊　部　京　子
京都工芸美術作家協会　	 今　井　裕　之
三軌会　	 上　原　信　義
日本工芸会　	 大須賀　　　選



千家十職　	 大西　清右衛門
京都工芸美術作家協会　	 岡　田　紫　峰
京都工芸美術作家協会　	 小　川　裕　惠
千家十職　	 奥　村　吉兵衛
	 片　桐　芳　明
	 菅　　　清　流
面司如意ノ坊　	 北　沢　美　白
重要無形文化財保持者　日本工芸会	 北　村　武　資
千繍工房　	 木　村　千　鶴
京都工芸美術作家協会　	 日下部　雅　生
千家十職　	 黒　田　正　玄
日本工芸会　	 黒　田　光　子
	 紅　衣　美衣子
日本ガラス工芸協会　	 小　西　　　晃
日本工芸会　	 坂　井　　　修
京都創造藝術協會　	 阪　田　虹　月
	 佐々木　省　庵
京都府匠会　京人形師	 澤　野　　　弘
	 澁　谷　和　子
日本工芸会　	 島　田　耕　園
重要無形文化財保持者　	 志　村　ふくみ
	 志　村　洋　子
	 田　中　秀　治
	 田　中　靖　彦
日本工芸会　	 津　田　昭　子
千家十職　	 土　田　友　湖
日本工芸会　	 中　川　正　洋
日本工芸会　	 中　埜　朗　子
新匠工芸会　京都工芸美術作家協会	 中　野　順　二
	 中　埜　暢　人
日本伝統工芸士会　京都市伝統産業技術功労者	 野元　博美（安田織重）
	 橋　村　萬　象
日本工芸会　京都工芸美術作家協会理事長	 羽　田　　　登
京都工芸美術作家協会　	 羽　田　登　喜
大阪工芸協会　京都工芸美術作家協会	 林　　　玖　瞠
千家十職　	 飛　来　一　閑
京都工芸美術作家協会　	 樋　上　さや子
京都工芸美術作家協会　	 樋　上　千　哲
日本ガラス工芸協会功労会員　	 藤　田　　　潤
日本ガラス工芸協会　京都工芸美術作家協会	 古　田　利　一
日本工芸会　	 古　家　喜　義
日本工芸会　	 細　見　　　巧
日展会友　日本新工芸家連盟　	 堀　内　晴　美
虹染創家　	 本　郷　大田子
京都工芸美術作家協会　	 三　浦　以左子
漆工芸　	 三　木　表　悦
日展　	 宮　崎　芳　郎
	 三　輪　工　雲
日展　創工会	 村　田　好　謙
重要無形文化財保持者　日本工芸会	 村　山　　　明

新匠工芸会代表　漆工芸	 望月　玉船（重延）
Glass　Studio　尋　	 屋　我　平　尋
京都工芸美術作家協会　	 山田　豊子（楽全）
京都工芸美術作家協会　	 山　出　勝　治
日展　	 山　本　唯与志
ザ・スペース作家集団　	 やまもと　正二
日展　日本現代工芸美術家協会	 横　山　喜八郎
日本ガラス工芸協会　	 横　山　尚　人
日本ランプワーク協会理事　	 吉　村　義　次

彫 刻 家

京都彫刻家協会　	 江　藤　佳央琉
日展　	 木　代　喜　司
京都彫刻家協会　	 佐　野　　　賢
日展　	 谷　口　淳　一
	 山　崎　　　脩
京都彫刻家協会　	 山　田　　　実
	 　

洋 画 家

	 A　 　K 　　I
武蔵野美術大学校友会埼玉支部　	 青　木　今　陽
	 青　木　陽　子
	 赤　井　良　子
独立美術協会　	 秋　富　浩　藏
	 麻　田　博　子
水彩人　JWS（日本透明水彩会）	 淺　田　ようこ
奈良県美術人協会　	 畔　上　八寿男
新世紀美術協会　日本美術家連盟	 足　立　慎　治
有限会社心一杯の花束コスモス　	 天　　　紫　生
	 雨　森　陽　子
示現会　日本美術家連盟	 荒　井　まき子
日本美術家連盟　	 有　馬　和　彦
創元会　三重県洋画協会監事	 飯　田　道　嗣
	 池　野　史　明
二元会　	 池　本　長　蔵
	 石　井　　　行
独立美術協会　	 石　浦　啓二郎
国際美術創造会　	 石　川　善　一
	 石　村　晃　一
	 市　川　想　人
日展会友　光風会	 鴨　脚　えり子
独立美術協会　	 伊　藤　清　和
京都創造藝術協會　	 伊　藤　五　郎
一線美術会　	 伊　藤　　　直



	 稲　垣　龍　雄
二科会会友　	 稲　本　玲　子
東京展参与　日本美術家連盟	 井　上　利　哉
二科会常務理事　	 伊　庭　新太郎
国画会会友　	 井　山　庄　司
行動美術協会　	 岩　﨑　久　雄
肖像画工房　	 岩　瀬　勝　敏
	 岩　田　　　功
	 植　田　昌　明
	 上　野　憲　一
	 上　原　結　子
	 宇　田　喜久子
美術家集団ポン・デ・ザール　	 浦　野　和　穂
日本美術家連盟　	 榮　永　大治良
	 江　上　寿　夫
	 榎　本　多恵子
	 江　本　佳寿子
二元会　日本美術家連盟	 王　前　一　馬
大洋会　	 王　本　福　美
	 大　川　修　平
日本美術家連盟　	 大竹山　　　規
日本芸術院会員　独立美術協会	 大　津　英　敏
独立美術協会　	 大　津　佳代子
	 大　邊　　　豊
昭和美術会委員　京都現代水墨会長	 岡　田　郁　子
亰画会　	 岡　田　行　子
	 奥　沢　　　融
日本美術家連盟　ニューアート・ZERO会	 奥　田　喜　一
	 尾　崎　秀　邦
	 小　沢　眞　弓
	 織　田　義　郎
白日会　日本山林美術協会	 乙　黒　　　久
独立美術協会　	 乙　丸　哲　延
主体美術協会　千葉県美術会	 小　野　　　昭
水の会　	 貝　川　代　三
日洋会　	 海　田　敬　子
ル・サロン永久会員　伊那アルプス美術館館主	 垣内　カツアキ
	 糟　野　勝　美
光陽会　	 片　山　弘　明
日本美術家連盟　光陽会	 勝　呂　隆　光
日本美術家連盟　	 加　藤　信　子
独立美術協会　	 金　子　　　亨
二元会　日本美術家連盟	 釜我　ヒロヤス
大洋会　日本美術家連盟	 加　茂　　　糺
ル・サロン永久会員　	 （故）辛島　一誓
旺玄会委員　日本美術家連盟	 河　野　宗之蒸
	 川　端　紘　一
日本人物画協会会長　	 川　畑　　　太
	 川　幡　瑞　穂
日本美術家連盟　	 川　原　比瑳子

新世紀美術協会　日本美術家連盟	 紀　井　　　學
新日本美術院常任理事　	 北　川　順　一
美術協会純展　大洋美術家協会会長	 橘　田　政　明
文化功労者　日本芸術院会員　独立美術協会	 絹　谷　幸　二
ワンワールドアーティスト協会名誉会員　	 木　村　信　之
	 木　村　秀　夫
	 木　村　美須雄
	 木　脇　康　一
	 久　世　瑠　璃
	 熊　谷　香　里
NIPPON－Artist－CLUB　	 熊　田　龍　泉
ル・サロン永久会員　サロン・ドートンヌ	 倉　数　和　文
風子会　日本美術家連盟	 倉　持　　　正
二科会理事　	 黒　川　彰　夫
二紀会委員　	 黒　田　冨紀子
二元会常任委員　	 郡　司　静　雄
一水会運営委員　	 小　泉　元　生
むさし野の会　	 甲　田　裕　子
京都創造藝術協會　	 合　田　町　子
日本美術家連盟　	 甲　谷　　　武
美術文化協会　	 五　島　秀　明
日本水彩画会　京都水彩画会委員	 小　西　淳　子
	 小　林　　　零
光風会　日展会友	 小　柳　　　晟
	 小　柳　幸　代
二紀会　	 近　藤　慧　子
日本美術家連盟　	 近　藤　伸　子
	 酒　井　英　利
京都創造藝術協會　	 坂　本　　　功
二科会会友　	 坂　本　啓　子
日本美術家連盟　土日会	 櫻　井　孝　美
日本美術家連盟　	 桜　井　陽　彦
二科会　	 桜　井　幸　子
旺玄会　	 佐々木　真　由
亰画会　	 笹　原　輝　之
新世紀美術協会　	 佐　藤　一　成
	 佐　藤　義　光
創元会　	 四　方　廣　海
	 四　方　道　夫
春陽会　日本美術家連盟	 志　野　和　男
日本美術家連盟　長寿会	 芝　　　芳　雄
独立美術協会　	 芝　田　キ　ク
日本美術家連盟　	 柴　田　千壽子
	 柴　田　美智子
日本美術家連盟　	 島　田　安　雄
日本美術家連盟　	 嶋　貫　佑　一
日本美術家連盟　	 島　野　保　行
	 清　水　新　也
	 志　村　好　子
日本選抜美術家協会理事　	 下　田　和　弘



研水会　	 白　川　順　子
新芸術協会　	 杉　本　洋　二
風土会　	 鈴　木　延　雄
日本美術家連盟　	 瀬　尾　一　嘉
日本美術家連盟　新極美術協会副会長	 園　山　幹　生
亰画会　	 髙　島　逵　夫
	 たかた　のりこ
光風会　日展会友	 髙　橋　喜美子
	 高　橋　　　秀
三軌会　	 高　橋　富美江
	 滝　沢　直　次
二科会　	 楯　岡　和　子
大潮会　	 建　野　佳　子
	 田　中　仁　士
二科会理事長　	 田　中　　　良
日展　一水会	 田　辺　知　治
	 谷　口　和　正
奈良県美術人協会　	 谷　口　義　博
高槻市美術家協会　	 谷　所　由紀子
	 谷　本　暁　雄
	 檀　野　　　功
新洋画会・理事・審査員　	 塚　田　　　清
二科会　奈良学園大学特別客員教授	 筒　井　通　子
光風会　日展会友	 鶴　房　健　蔵
太平洋美術会　奈良県美術人協会	 出　村　幸　代
美術文化協会　	 寺　澤　順　子
汎具象美術協会　	 寺　島　廣　美
白亜美術協会　ル・サロン　日本美術家連盟	 寺　島　幸　夫
三軌会　	 東　郷　　　健
二科会　	 戸　狩　公　久
同志社大学クラマ画会OB会　	 豊　島　満　男
三軌会　	 中　井　一　男
二科会　	 中　井　史　郎
行動美術協会　	 中　島　　　弘
日本美術家連盟　	 中　島　裕　司
日本美術家連盟　新協美術会	 中　田　　　順
第一美術協会　	 中　田　　　實
	 中　西　文　彦
	 中　西　良　招
モダンアート協会　	 長　濱　　　泰
尼崎美術協会　尼崎芸術文化協会	 長　濱　伶　子
二科会理事　京都造形芸術大学客員教授	 中　原　史　雄
サロン・ドートンヌ　	 永　見　明　良
	 中　村　孝　平
	 中　村　　　剛
	 中　村　晴　信
独立美術協会　日本美術家連盟	 中　村　光　幸
日本美術家連盟　	 中　村　　　実
	 中　村　　　實
	 中　村　陽　一

日展　東光会名誉会員	 楢　崎　重　視
示現会　日本美術家連盟	 西　川　きみ枝
	 西　川　正　美
日本図案家協会理事　元展美術協会	 西　村　壽　郎
	 西　山　　　徹
光風会　	 野　崎　義　典
大阪府美術家協会代表　日本美術家連盟	 野　村　亜紀子
	 はしもと　美子
日本美術協会　	 長谷川　さゆり
創元会　日展会友	 服　部　譲　司
日本美術家連盟　	 林　　　孝　三
	 羽　山　清太郎
	 檜　垣　祿　郎
新槐樹社　	 平　石　悦　子
サロン・デ・ボザール関西　	 平　磯　　　彰
三軌会　	 平　尾　倫　子
独立美術協会　	 平　岡　靖　弘
二科会　	 平　澤　紀久子
自由美術協会　	 平　澤　重　信
同志社大学クラマ画会OB会　	 広　瀬　捷　士
一水会委員　	 広　瀬　　　範
日洋会　	 広　田　和　典
独立美術協会　	 廣　田　政　生
ハプスブルク宮廷芸術会員　央美会代表	 深　津　静　男
	 福　井　重　男
日本美術家連盟　	 福　島　一二三
たぶろう美術協会　	 福　嶋　陸　夫
二元会　	 福　原　満　江
むさし野の会　	 藤　川　茂登子
三軌会　	 藤　田　　　敬
三軌会　	 藤　田　康　弘
二科会　	 藤　谷　　　進
二科会　	 冨士谷　　　隆
京都水彩画会　	 藤　原　和　利
自由美術協会　	 藤　本　忠　彦
	 藤　森　悠　二
	 ブライアン・ウイリアムズ
ル・サロン永久会員　八樹会代表	 別　府　忠　雄
日本美術家連盟　	 前　田　直　美
日洋会　	 前　田　福　茂
松戸美術会理事　	 マ　サ　ル　W
	 増　本　憲　樹
日洋会　	 松　井　茂　樹
新制作協会　	 松　浦　安　弘
日本美術家連盟　	 松　田　貴美子
国際現代美術家協会　日本美術家連盟	 松　田　高　明
	　	 松　林　まゆみ
行動美術協会　	 松　原　政　祐
京都精華大学名誉教授　	 松　味　利　郎
	 松　村　和　紀



IMCF国際美術機構国際委員　	 三　浦　五紗子
ル・サロン　パリ アンデパンダン	 三　浦　裕　子
	 三　浦　利江子
秀彩会　	 溝　渕　泰　史
	 三田村　慶　子
	 宮　下　幸　江
	 宮　下　由　夫
創紀会　	 宮　田　朝　地
全日本美術協会評議員　	 宮　原　雅　由
日本美術家連盟　	 宮　平　　　勉
独立美術協会　日本美術家連盟	 宮　本　孝　之
ル・サロン　	 宮　山　博　司
昭和美術会　	 村　井　君　子
	 村　井　洋　子
	 村　岡　顕　美
自由美術協会　	 村　上　武　臣
未来の会　国図	 村　上　武　志
	 村　田　伊佐夫
日本美術家連盟　	 村　田　佳代子
	 村　本　　　章
	 本　松　進　一
	 百　瀬　太　虚
二科会　	 森　田　実　穂
日本美術家連盟　	 森　田　幸　宏
日洋会　ライン会	 安　田　祐　治
八十山雅子・和代美術館　	 八十山　和　代
日展　菱川賞選考委員	 栁　瀬　俊　泰
日本美術家連盟　	 山　尾　　　才
三軌会評議員・審査員　	 山　形　一　遊
	 山　河　　　全
	 山　下　恒　子
	 山　下　　　毅
	 山　添　耕　治
岡村アート（あゼット）　	 山　田　琴　子
独立美術協会　	 山　根　須磨子
SYOモデルサロン・愛帽会　	 山　村　　　祥
SYOモデルサロン・愛帽会　	 山　村　　　巍
パンリアル美術協会　	 山　本　新太郎
新展美術協会　	 山　本　祐　嗣
サロン・ドートンヌ　	 吉　岡　耕　二
多摩美術大学校友会名誉理事　	 吉　城　　　弘
日展特別会員　一水会運営委員	 吉　崎　道　治
	 吉　田　淳　一
白日会　	 吉　田　直　未
	 吉　田　　　緑
新成会　	 麗主水　加　瀬
ミレー友好協会　	 若　林　和　雄
三軌会　	 わたなべ　かづこ
近代日本美術協会理事長　	 渡　辺　祥　行
日本美術家連盟　W.P.A.A創立会員	 渡　辺　米　作

示現会　	 渡　邉　良　一

版 画 家

日本美術家連盟　	 相　澤　弘　邦
	 安　藤　建　男
	 安　東　菜　々
日本板画院委員　	 池　間　英　治
刀の会　	 稲　次　淳　三
日本板画院名誉会員　日本美術家連盟	 井　上　勝　江
日本美術家連盟　	 えもと　きよひこ
	 郭　　　徳　俊
	 笠　井　正　博
剪紙版画・彫型会代表　	 片　山　誓　泉
	 川　嶋　達　夫
	 観　　瀾　　斎
英王立芸術家協会（RBA）名誉会員　	 國　安　珣　琥
国画会　日本美術家連盟	 サイトウ　　良
日本美術家連盟　	 桜　井　貞　夫
春陽会　日本美術家連盟	 篠　田　紀美代
	 瀬和居　孝　一
日本版画協会　	 高　岡　益　子
	 高　橋　　　脩
NIPPON－Artist－CLUB　	 高　村　圭　一
日本版画協会　	 田　島　征　彦
科の会　	 友　田　　　充
	 西　　　　　真
日本板画院　科の会	 西　村　和　彦
京都銅版画協会　関西版画会	 西　村　昌佐子
日本版画協会　日本美術家連盟	 乗　兼　広　人
	 平　田　一　成
	 二　見　彰　一
	 舞　原　克　典
	 松　田　敏　男
	 三　輪　純　子
	 村　上　文　生
京都銅版画協会　	 森　田　道　子
	 安　井　寿磨子
日本版画協会　	 山　本　桂　右

日 本 画 家

	 合　田　瑠　璃
	 赤　沢　嘉　則
京都墨彩画壇常任理事　	 秋　原　俊　彦
	 秋　本　幸　一
日展　晨鳥社	 芦　田　裕　昭
亰画会　	 荒　井　章　子



日本画院　日本美術家連盟	 荒　川　喜美子
元展美術協会　	 幾　田　邦　華
日展　	 伊　砂　正　幸
元展美術協会　	 石　川　和　賢
	 石　崎　昭　三
	 石　田　幸　誠
亰画会　	 石　田　美智子
京都日本画家協会　	 石　原　拓　雄
創画会　	 石　原　貴　暉
	 市　野　鷹　生
日本美術院特待　日本美術家連盟	 市　橋　豊　美
	 井　上　北　斗
創画会　	 井　上　美　紀
日展　	 猪　熊　佳　子
日本美術院院友　	 猪　巻　　　明
日本美術院　	 今　井　武　久
	 今　尾　景　之
日本美術院　	 岩　波　昭　彦
元展美術協会　	 植　田　清　子
日展　青塔社　	 上　田　とも子
文化功労者　日本芸術院会員　創画会理事長	 上　村　淳　之
日展　	 鵜　飼　雅　樹
日本美術院特待　	 臼　井　　　治
	 内　田　広　己
創画会　	 烏頭尾　　　精
日本美術院特待　	 大　嶋　英　子
新琳派　	 大　竹　紫　水
天風会　	 大　谷　笙　紅
日本美術院院友　	 大　塚　千　聰
全日本愛瓢会　生き物文化誌学会	 大　西　愛　子
青塔社　京都日本画家協会	 大　野　忠　司
	 大　野　廣　子
	 大　森　隆　史
創日会　	 大　矢　時　保
創画会　	 大　矢　眞　弓
	 大　山　信　道
	 岡　崎　麗　泉
日本美術院　	 岡　田　俊　一
創画会　	 奥　田　眞　子
創画会　	 奥　村　美　佳
日本南画院　京都日本画家協会	 長　村　翠　峯
創画会　	 小　田　　　賢
日展　	 落　合　初　美
	 改　発　静　香
日展　晨鳥社	 片　山　侑　胤
新美術協会副理事長　	 加　知　　　満
	 勝　田　幸　男
日本美術院　	 勝　部　雅　子
光玄会　	 加　藤　勝　海
日本美術家連盟　福島県美術家連盟	 加　藤　美惠子

日本美術家連盟　兵庫県日本画家連盟	 鎌　田　紀　子
日展　京都日本画家協会	 神　谷　　　紅
	 亀　山　玲　子
	 川　俣　正　人
日展　青塔社	 神　林　久　子
	 菊　池　勝　哉
日展　	 菊　池　啓　二
日展　	 菊　池　治　子
創画会　	 岸　上　ゆ　か
日展　晨鳥社	 木　田　雅　之
京都日本画家協会　	 北　川　安希子
日展　	 北　村　恵美子
	 梧　谷　仁　美
現代童画会　	 金　原　保　則
京都日本画家協会　	 國　田　康　子
日本美術院　	 久　芳　道　信
日本美術院特待　	 久　保　孝　久
日展　	 久　保　嶺　爾
日展　グループ玄	 久保見　幸　夫
日本図案家協会名誉会員　関西扇面芸術協会常任理事	 熊　谷　　　實
日展　晨鳥社	 久　米　伴　香
	 倉　田　冨　美
創日会　	 倉　地　千枝子
	 河　野　真　治
創画会　	 香　野　ルミ子
日展　	 國　府　　　克
日展会友　	 國　分　敬　子
サロン・ドートンヌ　タイ国立シラパコーン大学アカデミー名誉教授	 五反田　直　美
日本美術院　	 後　藤　紳　也
	 小　西　敦　雄
日本画府　	 小　林　裕　子
	 小　林　六　博
	 小　山　静　陽
創画会　	 近　藤　隼　次
	 斉　藤　　　和
	 斎　藤　　　宗
滋賀県博物館協会　琵琶湖アートギャラリー館長	 齋　藤　利　彦
日本画院顧問　日本美術家連盟	 齋　藤　　　陽
日展　	 坂　部　資　子
	 坂　本　武　典
京都日本画家協会　	 佐々木　経　二
京都創造藝術協會副会長　	 佐々木　崇　法
日本美術院　ル・サロン	 佐　藤　八　生
日本美術院特待　	 里　見　　　教
日展　	 澤　野　慎　平
	 澤　山　輝　彦
創画会　	 椹　木　佐　和
日本南画院　	 潮　見　冲　天
	 重　岡　良　子
日本美術家連盟　	 品　川　成　明



	 島　田　智　博
日展　京都日本画家協会	 清　水　純　子
	 清　水　信　行
	 志　村　　　正
	 霜　鳥　　　忍
日本美術家連盟　	 杉　谷　彩　光
創画会　	 鈴　木　夏　江
	 関　　　　　出
	　	 千　住　　　博
日展　東丘社	 宗　円　寿　子
北方の命会　	 相　馬　　　勉
日本美術院特待　	 高　岡　秀　造
	 高　木　白　雲
	 高　越　　　甚
京都日本画家協会　	 高　田　　　泉
日展　晨鳥社	 髙　田　淑　子
日本美術院院友　	 高　橋　新三郎
立鼎社水墨画協会　	 高　橋　直　人
日本美術院特待　	 髙　幣　佳　代
	 高　松　克　己
日本清興美術協会理事長　日本美術家連盟	 髙　山　知　也
日本美術院　院展院友	 田　口　愛　子
ル・サロン永久会員　	 武　市　斉　孝
	 竹　内　浩　一
	 竹　内　淳　子
日展　	 辰　巳　　　寛
	 田　中　房　子
	 田　村　　　葵
	 田　村　仁　美
日展　青塔社	 土　長　け　い
彩画会展会長　	 土　屋　雅　裕
	 堤　　　　　栄
	 鶴　田　一　郎
日本美術家連盟　	 戸　田　みどり
創画会　	 殿　南　直　也
京都日本画家協会　	 友　次　みち代
亰画会委員　	 豊　中　　　守
創画会　	 鳥　山　武　弘
日本美術家連盟　	 長　井　宏　之
	 中　尾　　　誠
創日会　	 中　岡　友　子
	 長　島　眞　山
	 中　島　禎　治
創画会　	 中　塚　　　弘
日本美術院　	 永　都　叶　千
	 中　藤　益　子
京都日本画家協会　	 中　坊　定　子
	 中　村　貴　弥
公募ZEN展理事長	 永　森　一　郎
創画会　	 楢　柴　　　良

京都日本画家協会　	 仁　木　寿美子
	 西　井　正　氣
京都日本画家協会　	 西　尾　圭　子
日展会友　	 西　﨑　節　子
日本美術家連盟　	 西　松　凌　波
	 西　村　勝　廣
日展　晨鳥社	 西　村　光　人
京都日本画家協会　	 沼　田　郁　代
日本美術院　	 沼　田　　　修
日展　	 沼　本　三　郎
佐賀水墨画会　	 野　方　翠　芳
創画会　	 野　崎　丑之介
亰画会　	 野　村　周　子
京都日本画家協会　	 橋　本　正　次
	 橋　本　明　子
日展　	 長谷川　和　良
日展　晨鳥社	 長谷川　雅　也
	 長谷川　遊　子
日本美術院院友　	 服　部　守　弘
元展美術協会理事　	 浜　上　俊　和
	 浜　田　泰　介
日本水墨画美術協会　	 濱　中　応　彦
日展　青塔社	 早　川　裕　子
創日会　	 林　　　孝　彦
	 林　　　芳　洲
亰画会　	 人　目　一　枝
日本表現派　	 日比野　光　雄
京都日本画家協会　	 平　井　　　菱
	 広　森　　　守
邦画会　	 福　島　　　實
日展　	 福　本　達　雄
創画会　	 藤　井　智　美
京都日本画家協会　	 藤　井　康　彰
	 藤　島　墨　久
高野山真言宗画僧　	 藤原　重夫（祐寛）
	 藤　原　敏　行
京都日本画家協会　	 紅　山　幸　水
昭和美術会　日本選抜美術家協会	 坊　城　妙　海
日本南画院　京都日本画家協会	 堀　江　春　美
	 北　郷　萌　祥
	 本　多　豊　國
日本美術院特待　日本美術家連盟	 本　間　正　英
	 前　島　恵里乃
日展　	 曲　子　明　良
創画会　	 増　田　貴　司
日展　	 間　瀬　静　江
日本南画院　京都日本画家協会	 町　田　泰　宣
	 松　生　　　歩
日本美術院　	 松　下　明　生
	 松　村　春　景



	 真　野　尚　文
円山応挙画系八世　	 円　山　慶　祥
円山応挙画系　	 円　山　真　祥
	 三　浦　ひろみ
日本美術家連盟　	 三　上　俊　樹
日本美術院研究会　	 三　沢　英　伍
日展　	 水　田　幹　子
	 水　谷　興　志
日展　	 水　野　　　收
日展　	 三　谷　青　子
元展美術協会　	 満　田　竹　水
日展　グループ玄	 南　　　義　信
	 三　村　伸　絵
日展　	 宮　川　典　子
日本美術院院友　	 宮　嵜　朋　子
全国水墨画美術協会理事・審査員　亜細亜美術招待展運営委員	 宮　田　記　朱
日展　	 三　輪　晃　久
日本美術院　	 三　輪　さゆり
京都日本画家協会　	 三　輪　時　子
創画会　	 村　岡　幸　信
	 村　田　晴　彦
日展　	 村　林　典　博
〔〝水墨〟を世界無形文化遺産に〕世話人　	 毛　利　雪　舟
全国水墨画美術協会評議員　	 森　川　道　子
	 森　島　明　子
光玄会　京都日本画家協会	 森　山　真　凉
	 安　居　由紀夫
文人連盟　墨蒼社主宰	 八十原　青　嵐
	 柳　　　　　績
京都日本画家協会　	 山　内　きみよ
	 山　内　大　童
京都日本画家協会　	 山　岡　広　和
サロン・ドートンヌ　	 山　川　賀寿雄
京都創造藝術協會会長　	 山　口　渓　華
光玄会	 山　口　　　守
日展　	 山　口　義　明
亰画会　	 山　口　淑　子
日本美術院特待　	 山　田　　　伸
日本美術院　	 山　田　ひかり
	 湯　浅　三　郎
北海道日本画会　	 遊　佐　春　哉
日本美術院　	 油　谷　嘉　之
日展　	 由里本　　　出
創画会　	 吉　田　みゆき
創画会　	 吉　村　和　起
日展　晨鳥社	 吉　村　年　代
日展　	 米　田　　　実
	 和　田　利　造
創画会　	 渡　辺　章　雄
	 渡　辺　悦　子

京都日本画家協会　	 渡　辺　　　勤

宗 教 家

賀茂御祖神社（下鴨神社）宮司　	 新　木　直　人
臨済宗相国寺派管長　	 有　馬　頼　底
真言宗泉涌寺派管長　総本山泉涌寺長老	 上　村　貞　郎
臨済宗相国寺派真如寺長老　	 江　上　泰　山
天台宗毘沙門堂門跡門主　	 叡　南　覚　範
真言宗大覚寺派管長　大本山大覚寺門跡　	 尾　池　泰　道
浄土真宗本願寺派前門　	 大　谷　光　真
臨済宗大徳寺派大仙院閑栖　	 尾　関　宗　園
平等院住職　	 神　居　文　彰
浄土宗西山禅林寺派管長　総本山永観堂禅林寺法主	 久　我　儼　昭
浄土宗大本山金戒光明寺法主　	 久　米　慶　勝
臨済宗大乗寺専門道場　	 河　野　徹　山
高台寺圓徳院住職　	 後　藤　典　生
臨済宗天龍寺派慈済院住職	 小　林　承　鐵
臨済宗大徳寺塔頭黄梅院住職　	 小　林　太　玄
滋賀院門主　	 小　林　隆　彰
臨済宗建仁寺派管長　	 小　堀　泰　巌
黄檗宗大本山萬福寺第62代管長　	 近　藤　博　道
華厳宗総本山東大寺長老　	 狭　川　宗　玄
真言宗御室派管長　総本山仁和寺門跡	 瀬　川　大　秀
臨済宗大徳寺派管長　大徳寺専門道場師家	 高　田　明　浦
法相宗大本山興福寺貫首　	 多　川　俊　映
真言宗犬鳴派管長　大本山犬鳴山七宝龍寺貫主	 東　條　仁　哲
臨済宗大徳寺派大慈院閑栖　	 戸　田　実　山
真言宗醍醐派管長　総本山醍醐寺座主	 仲　田　順　和
臨済宗南禅寺派管長　大本山南禅寺住職	 中　村　文　峰
臨済宗妙心寺派四派本庵霊雲院住職　	 則　竹　秀　南
臨済宗大徳寺三玄院住職　	 長谷川　大　眞
臨済宗東福寺派管長	 原　田　融　道
天台宗青蓮院門跡門主　	 東伏見　慈　晃
臨済宗大徳寺塔頭興臨院住職　	 福　代　洋　道
曹洞宗大本山永平寺貫首　	 福　山　諦　法
比叡山延暦寺長寿院住職　	 藤　波　源　信
臨済宗大徳寺塔頭瑞峯院住職　	 前　田　昌　道
廬山寺管長　	 町　田　泰　宣
唐招提寺85世長老　壬生寺貫主	 松　浦　俊　海
狸谷山不動院長老　	 松　田　亮　如
臨済宗大徳寺塔頭高桐院閑栖住職　	 松　長　剛　山
本山修験宗聖護院門跡門主　	 宮　城　泰　年
比叡山延暦寺円龍院住職　	 宮　本　祖　豊
北法相宗管長　清水寺貫主	 森　　　清　範
臨済宗永源寺派新徳寺閑栖　	 山　田　一　道
天台宗東北大本山中尊寺　	 山　田　俊　和
融通念佛宗管長　総本山大念佛寺第67世法主	 吉　村　暲　英
	 　



書 家
平安書道会　	 綾　村　捷　子
日展　水穂会	 池　田　桂　鳳
	 井　幡　松　亭
文人連盟　京都書道連盟	 大　菅　誠　司
日展　	 尾　西　正　成
日展名誉会員　京都書作家協会	 杭　迫　柏　樹
京都市芸術文化協会　京都書道連盟参与	 島　　　涛　花
日展　	 竹　内　勢　雲
日本書芸院　日展	 中　川　裕　晧
日展　	 中　村　史　朗
日展　	 原　田　　　上
京都勤労者書道連盟（顧問）　	 宮　下　終　南
日展　	 吉　川　蕉　仙
	 　

文 化 人・ 著 名 人

ホトトギス名誉主宰　日本伝統俳句協会会長	 稲　畑　汀　子
花道桑原専慶流家元　	 桑　原　仙　溪
裏千家大宗匠　裏千家前家元（15代家元）	 千　　　玄　室
茶道表千家前家元　	 千　　　宗　左
裏千家16代家元　	 千　　　宗　室
武者小路千家家元　	 千　　　宗　守
落語家　	 三遊亭　円　楽
日本将棋連盟棋士　	 谷　川　浩　司
書動家　	 俵　　　越　山
囲碁九段　二十五世本因坊	 趙　　　治　勲
将棋十六世名人　	 中　原　　　誠
日本将棋連盟　	 羽　生　善　治
歌手　	 八　代　亜　紀
株式会社西野企画　西野塾　西野バレエ団	 由　美　かおる
囲碁九段　	 林　　　海　峯
	 　

イラストレーター

	 相　川　伸一郎
東京イラストレーターズ・ソサエティ　	 新　井　苑　子
	 太　田　　　泉
	 大　西　洋　介
名古屋イラストレーターズクラブ　	 岡　　　　　直
	 片　岡　さつき
東京イラストレーターズ・ソサエティ　	 北　田　哲　也
	 金　城　龍　男
	 つがおか　一孝

株式会社妖精村　	 永　田　　　萠
	 不二本　蒼　生
	 松　原　健　治
	 籔　田　素　世
株式会社アップルファーム　	 わたせ　せいぞう
CHIKARA	ART	STUDIO　	 渡　辺　チカラ
	 渡　邊　伸　綱
	 　

漫画家・アニメーター

	 北見　けんいち
アトリエ一平舎　	 九　里　一　平
日本アニメーション協会　	 杉　山　　　卓
大阪芸術大学教授　	 高　橋　良　輔
日本漫画家協会　	 ち　ば　てつや
日本漫画家協会　	 萩　尾　望　都
日本漫画家協会　	 堀田　かつひこ
	 　

写 真 家

日本写真家協会　日本広告写真家協会	 井　上　博　義
日本写真家協会　	 川　西　善　樹
二科会　日本写真家協会	 木　村　晃　造
日本写真家協会　京都写真家協会	 木　村　尚　逹
日本広告写真家協会　京都写真家協会	 木　村　充　宏
京都写真家協会　日本写真家協会	 草　木　　　勝
日本写真家協会　	 小　林　賢　司
京都写真家協会　	 小　林　達　也
日本広告写真家協会　京都写真家協会	 近　藤　博　保
日本写真家協会　	 中　島　佳　彦
日本写真家協会　	 中　田　　　昭
日本写真家協会　京都写真芸術家協会	 橋　本　健　次
京都写真家協会　	 平　井　　　豪
日本写真協会　日本ペンクラブ	 ヒロセ　マリコ
日本写真家協会　	 広　田　大　右
日本写真家協会　	 藤　井　小十郎
日本現代写真家協会理事長　	 前　田　伸　一
日本写真家協会　四国霊場会公認先達	 溝　縁　ひろし
日本写真家協会　	 宮　野　正　喜
日本写真家協会　	 山　本　偉紀夫
日本写真家協会　	 横　山　健　蔵

　９月６日までにご賛同いただいている方々です。以降
にご連絡いただいた方のお名前は、会場でお知らせします。


