
2021年2月11日

～　コロナ禍の年末・年始　～

第 2 回 オンライン作品展

杉並稲門会・写真部会



　 １．  石　原　信　和   １７．　明　石　玲　子

 　２．　青　島　　衛 　１８．　若　菜　　茂

 　３．　西　野　正　浩 　１９．　高　橋　達　見

　 ４．　神　田　育　子 　２０．　小豆澤　照　男

　 ５．　伊　藤　年　一 　２１．　戸　川　達　次

 　６．　末　吉　正　信 　2２.  小　川　典　子

 　７．　中　山　廣　文 　２３．　平　澤　光　郎

　 ８．　渡　井　　弘   ２４．　野　口　孝　夫 

　 ９．　小　川　啓　介 　２５．　宇都木　光　一

 １０．　柴 　　正　幸 　２６．　加　藤　尚　志

 １１．　久保田　貞　雄 　２７．　久留島　正　和

 １２．　福　原　　毅   ２８. 　田　村　純　利 

 １３．　黒　田　純　一   ２９. 　栗　原　正　彦　

 １４．　迫　田　泰　尚   ３０．　萩　原　和　之

 １５．　小　原　理一郎   ３１．　堺　　浩　一

 １６．　石　川　清　次

 オンライン作品展・参加者名簿（作品掲載順）



石原信和 石原信和 石原信和 石原信和

「世代交代目前」 「突如、丸ノ内線現る」 「気分だけ台湾」 「謹賀新年」

青島 衛 青島 衛 青島 衛 青島 衛

「錦」　大田黒公園 「紅」　深大寺 「散」　広徳寺 「浮」　神代植物公園

西野正浩 西野正浩

「中野ブロードウエイ通り」 「阿佐谷、洋菓子店の行列」

早稲田大学校歌



神田育子 神田育子 神田育子 神田育子

塗り絵「夕景」 塗り絵「ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ」」 塗り絵「山ぶどう」 塗り絵「オリーブ」

伊藤年一 伊藤年一 伊藤年一 伊藤年一

「コガモと水紋」 善福寺川 「東京タワーとスカイツリー」　 「ハト飛翔」　大磯 「太陽と海と雲」　大磯

末吉正信 末吉正信 末吉正信 末吉正信

「深まりゆく秋、獅子吼える」 嵐山・宝厳院 「こんなに大きくなりました」 「でも信頼はそのままに」 「昔、海の上を汽車が走った」



中山廣文 中山廣文 中山廣文 中山廣文

「夕日を見つめる二人」 「カワセミ捕食後の飛翔」 「渡良瀬の黄昏れ時」 「カルガモ、舞えど心届かず」

渡井 弘 渡井 弘 渡井 弘 渡井 弘

「黄葉に佇む」　奥多摩、玉美術館 「秋に染まる枯山水」　奥多摩、玉道美術館 「天空の憩い」　京都、神護寺 「音も漏れてくる」　京都、法然院

小川啓介 小川啓介

「木漏れ日の善福寺川緑地」 「自宅庭に咲く皇帝ダリア」

応援歌　「紺碧の空」



柴 正幸 柴 正幸 柴 正幸 柴 正幸

久保田貞雄 久保田貞雄 久保田貞雄 久保田貞雄

「銀杏満載」　善福寺公園 「メタセコイア」　井の頭公園 「正月の花」 「正月飾り」

福原 毅 福原 毅 福原 毅 福原 毅

「大田黒公園の紅葉 ①」 「大田黒公園の紅葉 ②」 「早咲き菜の花 ①」　神奈川二宮町吾妻山 「早咲き菜の花 ②」　神奈川二宮町吾妻山

散歩中に発見、「にこにこナンバープレート」　左よりベンツ車、フォルクスワーゲン車、ミニクーパー車、ボルボ車



黒田純一 黒田純一

「こいつぁ春から‼ 」　初詣・大宮八幡宮 「懐かしのデイスコ音楽に陶酔」

迫田泰尚 迫田泰尚 迫田泰尚 迫田泰尚

「師走の大田黒公園・錦繍」 「大田黒公園の夜は更けて」 「「睦月、大宮八幡宮に参拝」 「願いが届きますように」

小原理一郎 小原理一郎 小原理一郎 小原理一郎

「榛名湖と榛名山」 「榛名神社」 「伊香保温泉・河鹿橋」　 「伊香保温泉・露天風呂」　

応援歌　「ひかる青雲」



石川清次 石川清次 石川清次 石川清次

「橋のライトアップ」 昭和記念公園 「和船と松の木」 昭和記念公園 「和傘が並んだ」 昭和記念公園 「道で拾った紅葉と古ＣＤの光」

明石玲子 明石玲子 明石玲子 明石玲子

「2021年スタート」 「一つ上を目指して‼」 「寒～　まだ冬だった」 「必需品？税抜き3本980円」

若菜 茂      若菜 茂

「世界の若者 ①」 ベルリンの壁の前に佇む 「世界の若者 ②」 ハワイで日焼けを楽しむ

学生歌　「早稲田の栄光」



高橋達見 高橋達見 高橋達見 高橋達見

「今年も門松自作」 「庭の乙女椿開花」 「善福寺公園にて」 「ガス管工事現場を覗く」

小豆澤照男 小豆澤照男 小豆澤照男 小豆澤照男

「断絶より話し合い」　ロンドン 「駅舎が博物館」　パリ 「アルハンブラ」　グラナダ 「コロナ禍でも春の訪れ」　自宅庭にて

戸川達次 戸川達次 戸川達次 戸川達次

「ダイサギのペア…親子かな？」 新宿御苑 「日本庭園」　新宿御苑 「密になっているオシドリたち」　新宿御苑 「冬の定番…雪吊り」　新宿御苑



        小川典子              小川典子

「緊急事態宣言発出前に訪れた栗林公園」 　　　　「手描き絵手紙で謹賀新年」

平澤光郎 平澤光郎 　　　 平澤光郎 平澤光郎

単調な日々の繰り返し ①「毎日犬に遊ばれ」 ②「気が向いたら本を読み」 ③「時々に室内で歩き」 ➃「夜な夜な喉を潤す」

野口孝夫 野口孝夫 野口孝夫 野口孝夫

鉄道ジオラマ　「昭和初期の田舎の駅前 ①」 「昭和初期の田舎の駅前 ②」 「昭和初期の田舎の駅前 ③」 「昭和初期の田舎の駅前 ➃」

応援歌　「早稲田健児」



宇都木光一 宇都木光一 宇都木光一 宇都木光一

「グエル公園・ガウデイのモザイクタイル」 「コルトバの夕景」 「アルバイジンの丘からアルハンブラ宮殿」 「トレド街並み」

加藤尚志 加藤尚志

「自宅で引き籠り正月」 「一時停止で諦めの乗船券」

久留島正和 久留島正和 久留島正和 久留島正和

ｶﾙﾌｫﾙﾆｱ･ﾊﾟｻﾃﾞﾅ　「Rose  Parade  ①」 「Rose  Parade  ②」 「Rose  Parade  ③」 「Rose  Parade  ➃」

応援歌　「Blue Sky WASEDA」



田村純利 田村純利 田村純利 田村純利

「三宝寺池・冬景 ①」 石神井公園 「三宝寺池・冬景 ②」 「三宝寺池・冬景 ③」 「三宝寺池・冬景 ➃」

栗原正彦 栗原正彦 萩原和之 萩原和之

「梅開き春ですね!!  ①」１月末日散歩にて 「梅開き春ですね!!  ②」 「コロナでおせち３分割」 「師走の紅葉雁」　馬橋公園

堺 浩一 堺 浩一 堺 浩一 堺 浩一

「Ｘｍａｓの鶏は卵から」 「Ｘｍａｓの鶏に親子な前菜」 「Ｘｍａｓの鶏を焼く」 「Ｘｍａｓ の鶏が照る」
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