
2016 第 1 回

実生会展



創立委員作品

籠椿 黒田 悦子(代表)

春を呼ぶ足音 秋山 力夫 2016 浅川ささら 臼井 吉永

日本海（深浦） 菊地 義正 チャタム（英国）のタグボート 小松 正彦

設立理念

実生会を設立するに当たり、

私たちは、まず心に刻みおかなければならぬことがある。

絵を描くという空間と向き合い、私たちは、

純粋でなければならない。

素直でなければならない。

一途でなければならない。

ともすると私たちは、絵を描くという純粋空間にまで、俗事を引きずってしまう。

反倫理的俗世の栄誉的価値観から少しでも距離を置くためにも、

私たちは、心を強くする努力をしなければならない。

そうして生み出される絵こそが、自分自身を向上させ、

観る人の心に感動を運ぶと信じ、

彩り豊かな内面世界を画布に描き出してゆきたいと、

私たちは切願するのである。

創立同志



会員作品

清流 伊藤 禮子 野焼きの頃 臼井 雅子

渓流は歌う 梅本 むつよ 頑固者 小俣 通義

木陰 梶原 祐二 小さな漁港 小坂 慶子

ふるさとの道 佐野 正純 もう、かえろう 高橋 繁美

港町（プロチダ島） 高橋 静慧 追憶（ローマ） 中沢 俊彦

愁 野口 悦弘 アオスタの集落(北イタリア) 吉本 哲



シヨン城 沼田 鎭雄 21 才の夏 廣瀬 洋子

ミハスの街（スペイン） 福田 久子 背中 松本 睦子

水元公園 間庭 美智代 春の訪れ 山崎 佳人

錦秋白馬大出 坂口 勝 雨の坂道を行く 鈴木 弘一

宝剣 竹内 いせ子 深淵 中井 麻家子

華 中川 節子 チョビ 中澤 照子



ヨットハーバーの休日 北尾 昭彦 酒造蔵の池庭 佐藤 幹郎

晩秋 猿橋 ミチ ハニワ 髙田 直子

蜥蜴 野口 依久子 那須野ヶ原遠望 野澤 信義

会友作品

秋映 米沢 孚地枝（会員） 響 秋山 佳子

北アルプスの初秋 大久保 恒治 三段滝 大場 要

静物 片岡 知道 初夏の名刹 加藤 和夫



渓谷 内山 和俊 紅葉の池畔 大庭 由光

秋のふるさと 岡 紀江 モンサンミッシェルの潮流 奥山 真紀子

いまは、誰も 倉持 尚弘 初夏のプロヴァンス 齋藤 美智恵

ちょっと おすまし 三好 重遠 繋留（けいりゅう） 吉田 芳朗

一般作品

頬杖 青木 唯 ふと見ると 伊藤 百合子

歌舞伎「暫」 市井 利夫 盛夏 植竹 博子



窓辺のバラ 鈴木 弘子 紫陽花 高 正代

乙女峠早春 髙田 豊昭 トライアングル 髙瀬 秋枝

秋の談山神社 竹ノ谷 照 優美な流れ 田中 秀典

真夜中のダンス 小松 真知子 薔薇 齋藤 弘美

奏来と澪 佐藤 清子 涼風 澤村 陽子

夏の元気者「ひまわり」 白川 弘子 春の詩 菅井 静子



ケーニッヒ湖（ドイツ） 原島 友三郎 ３つの貝、記憶 比留間 愛美

森の詩 堀部 みさほ 蓮と姉妹 二野屏 義雄

花のコラージュ 野瀬 久美子 晩秋の筑波山 松井 美樹

果実 筒井 紀子 森の大蛇 中嶋 景虎

市川寸描（江戸川堤） 中原 和夫 室生寺弥勤堂釈迦如来坐像 生畑目 黙靖

古い教会 成川 真帆 夢に向かって 早坂 貴代史



第 1 回 実生会展 受賞者一覧

実生会大賞 倉持 尚弘

優秀賞 梶原 祐二 福田 久子

会員努力賞 伊藤 禮子 臼井 雅子

会員佳作賞 竹内 いせ子 中井 麻家子 沼田 鎭雄

クサカベ賞 加藤 和夫

ターレンス賞 高 正代

大額賞 青木 唯

東美賞 鈴木 弘一

トークロ賞 室野 靖子

マツダ賞 小坂 慶子

マルオカ賞 早坂 貴代史

ヴィックアート賞 二野屏 義雄

努力賞 比留間 愛美 矢ケ部 昭彦 田中 秀典

佳作賞 髙瀬 秋枝 内山 和俊 小松 真知子

古城の月 黛 丈夫 ぶなの林 三園 みさほ

地上・地下（タマネギ） 室野 靖子 猫の居る風景 矢ケ部 昭彦

ブルージュの秋（水門） 山口 清子 海の幸 山本 典子



第 2 回 実生会展

作品募集

会期 2017 年４月２０日（木）～２４日（月）

会場 上野の森美術館
本館 1 階全フロアー

作品 6 号～20 号
（油絵、日本画、水彩画、版画、他）

搬入予定日 2017年４月５日（水）～６日（木）
搬出入場所 東美本社

出品規定 詳細は下記事務所までお問い合わせください。

〒３０６－００５３

茨城県古河市中田２４２２－６

実生会事務所 野口 悦弘

TEL,FAX 0280-48-4509 http://実生会.com/

推挙者一覧

委員推挙 伊藤 禮子 中井 麻家子 沼田 鎭雄 福田 久子 米沢 孚地枝

会員推挙 秋山 佳子 大久保 恒治 大場 要 片岡 知道

加藤 和夫 北尾 昭彦 佐藤 幹郎 髙田 直子

会友推挙 植竹 博子 倉持 尚弘 齋藤 弘美 佐藤 清子 澤村 陽子

菅井 静子 鈴木 弘子 髙田 豊昭 竹ノ谷 照 二野屏 義雄

黛 丈夫 三園 みさほ 山本 典子 堀部 みさほ 髙瀬 秋枝

市井 利夫 野瀬 久美子 内山 和俊 岡 紀江 原島 友三郎

山口 清子 斉藤 美智恵 大庭 由光 奥山 真紀子 筒井 紀子

青木 唯 高 正代 白川 弘子 室野 靖子 伊藤 百合子

生畑目 黙靖 早坂 貴代史 小松 真知子 比留間 愛美

矢ケ部 昭彦 田中 秀典 中原 和夫 松井 美樹





第 1 回

実生会展 図録

発行日 2016 年 9 月 15 日

発行 実生会

後援 上野の森美術館

会期 2016 年 9 月 15日～22 日

実生会事務所（野口悦弘 方）

〒306-0053茨城県古河市中田 2422-6

TEL,FAX 0280-48-4509




