
第 26回チャリティ・オークション

あなたの想いが世界をつなぐ

芸術家と
文化人の
作品展

芸術家と
文化人の
作品展

当作品展での収益金とご寄附は、必要経費を除きすべて、

公益社団法人日本国際民間協力会 (NICCO) に寄付された後、

「東日本大震災被災者支援」

「フィリピン台風被災者支援」

などに活用されます。
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第２６回チャリティ・オークション作品寄贈者

神波      東嶽

島崎　 義範  

臨済宗大徳寺派養徳院住職

小林      太玄 臨済宗大徳寺派大徳寺塔頭黄梅院住職

有馬　 頼底 臨済宗相国寺派管長
新木       直人 賀茂御祖神社宮司（下鴨神社）

田中　  恆清 石清水八幡宮宮司
中小路 宗隆 長岡天満宮名誉宮司
日野西　光尊 聖徳宗法興山中宮寺門跡

信樂　  香仁 鞍馬弘教総本山鞍馬寺貫主

砂原　  秀遍 真言宗総本山東寺長者
髙田　  良信 法隆寺長老

小栗栖  元德　 御靈神社宮司

山田　  法胤 法相宗大本山薬師寺管主
安田　  暎胤 法相宗大本山薬師寺長老

無所属

河野 太通 龍門寺住職

立部　  祐道 真言宗御室派総本山仁和寺門跡

水無瀬  忠成
森　　  清範

水無瀬神宮宮司
北法相宗清水寺貫主

橘　  重十九 北野天満宮宮司

大野  　玄妙　 聖徳宗総本山法隆寺管長

長谷川 翠渕 京都書作家協会
奥　　  宣憲 書学書道史学会

古川　  香心 無所属

千　　  宗左 表千家家元
千　　  宗室 裏千家家元
千　　  宗守 武者小路千家家元
ランディー チャネル（宗榮）   裏千家教授

奥村 吉兵衛 表具師
黒田　  正玄 竹細工/柄杓師
駒澤　  利斉 指物師
土田　  友湖
飛来　  一閑 一閑張細工師

稲本　  玲子 二科会
井上　  よう子 無所属

津田　  益夫 主体美術協会

平澤 紀久子 二科会

いちかわともこ
麻田 博子

榎本 多恵子
納　　　  健

無所属

北村　  美枝 日本美術家連盟
小林　　  零

建野　  佳子 大潮会
檀野　      功 独立美術協会

ブライアン ウィリアムズ

村井　  成好 日本美術家連盟

松尾　   京子

村井　  洋子

山本　  桂右
山本　      晋

日本美術家連盟
村岡　  顕美 無所属

齋藤　  光子 日展 /白日会
小柳　  　晟 光風会/日展

坂本　  啓子　 二科会

平岡　  美紀

無所属保ヶ渕　陽介

無所属松谷　 慶子

無所属

無所属

日本版画協会 2016 年 1月 2 0 日現在　敬称略 五十音順

土居 虹亮

無所属

無所属

福井 タマヱ 日本水彩画会/京都水彩画会/
奈良県美術協会

北村　  昌子 京田辺芸術家協会

井上　  勝江 日本板画院

桜井　  貞夫 日本美術家連盟
山田 喜代春

株式会社まつ九  徳力　淑子

井堂　  雅夫

立松　  功至
山出　  勝治 京都工芸美術作家協会

永田　　  萠
藤原 かな

日展

馬骨　子才林

無所属

【　墨　彩　画　家　】

浅見 五郎助 京都伝統陶芸家協会

新　　  佳三 三重県陶芸協会
猪飼　  祐一 日本工芸会
井出　  照子
稲澤　  隆生 日本煎茶工芸協会

井上　  春峰 京都伝統陶芸家協会
内山　  　咲
宇野　  宗甕
雲林院寶山

大西　  保宏 丹波焼窯元 吟兵ヱ窯
大谷 無限 信楽陶匠会

片山　  雅美 京都工芸美術作家協会/日展
鎌田　  幸二 日本工芸会

河井　  一喜
亀井 勝

河井　　  久
北川　  幸斉 日本煎茶工芸協会
北口　  夢石 新日本美術協会

清川　  吉兆 日本煎茶工芸協会

瀬戸陶芸協会

北村　  和善 日本煎茶工芸協会

有鳥群 耕雲

河合　  徳夫 日展/日本新工芸家連盟 
無所属

無所属

稲荷　      作

大石   早矢香

木村　  宜正 日本工芸会近畿支部

滋賀県工芸美術協会
児島  塊太郎
小嶋　  太郎

京都造形芸術大学教授
髙坂　嘉津幸 日展
清水 六兵衞

佐伯　  守美 日本工芸会
阪田 世志哉 無所属

十場　  天伸
杉田　  祥平 京都伝統陶芸家協会
諏訪　  蘇山 京都伝統陶芸家協会
瀬津　  純司 無所属
髙野　  清鳳 日本煎茶工芸協会
滝口　  和男 無所属
谷口　  正典 日展

日展

谷野　  明夫 日本工芸会
日本工芸会田原　陶兵衛

天坊　  昌彦 無所属
中村　  翠嵐

林　　  慶六

藤平　　  寧

萩陶芸家協会

藤平　  三穂
無所属

伯耆　  正一
堀尾　  泰彦
本庄　  健二

矢野　  孝徳 無所属

利茶土 ミルグリム

船崎　      透

吉野　  桃李
山岡　  善昇 京焼清水焼伝統工芸士会

萩陶芸家協会

倉敷芸術科学大学副学長

柴田　  良三 日本工芸会

波多野   善蔵　 日本工芸会　

現代工芸美術家協会/京都工芸美術作家協会
守田　  唐七

無所属

日展/京都工芸美術作家協会

京都サンガ F. C.

下出 梅仙

徳力 康乃

くろおか 京子

市田 ひろみ 服飾評論家

秋山　  真邦
三田　  崇博

沈　　明姫

日本写真家協会

志渡澤　智子 日本手芸普及協会

長沼　隆代

水野  克比古 日本写真家協会

ちばてつや

藤原　紀香

無所属

現代手工芸作家協会

【　漫　画　家　】

【　 ト  ー  ル  ペ  イ  ン  テ  ィ  ン グ  　】

【　和　紙　人　形　作　家　】

佐々木  経二 京都日本画家協会

田中　  重造 日本美術院
殿南　  直也 創画会
永森　  一郎 ＺＥＮ展
仁木   寿美子 京都日本画家協会

松生　　  歩 無所属
山田　　  伸 日本美術院
渡辺　  章雄 創画会

勝部　  雅子 日本美術院
勝田　  幸男 無所属

河野　  梨華
神出　  睦子

まどか会
久保見  幸夫 日展

日展

清水　  信行 京都日本画家協会

奥村　  京華

小松　  正二 日展
國府　　  克 日展

濱田      卓也

日展
大塚      千聰 日本美術院
大豊　  世紀

烏頭尾      精 創画会
佐々木   真弓 ステンドグラスアトリエエンジェル主宰
徳力 竜生 京都工芸美術作家協会/創工会 

石田 知史 日本工芸会
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