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会員推挙   
【絵画】  伊勢田 理沙    佐賀 

植山 初枝      長崎 
大沼  紘一朗    東京 
小川 八行     埼玉 
柴田 治      宮城 
正田 みどり    千葉 
須藤 克明     岡山 
髙塚 紀江     静岡 
津絵 太陽     東京 
平野 文子     埼玉 
藤原 光      岡山 
牧野 千佳子    愛知 
向井 正義     広島 
山本  正子     茨城 
吉岡  真紀子    岡山 
吉田 直未     京都 
吉田  久子     茨城 

 
        
 
準会員推挙 
【絵画】   浅尾 順子      東京 

朝日  夏実      大阪 
植野 綾      熊本 
大塚  恒子      栃木 
沖本  美保      千葉 
小野 彩華      神奈川 
小野 月世     東京 
栗原 政幸     千葉 
黒木 ゆり          広島 
新藤 則子      静岡 
高木 大      愛知 
田中 明      滋賀 
田中 裕子      千葉 
友清 大介      東京 
中西 令      大阪 
中道 佐江      京都 
中村 富志男  北海道 
西脇 恵      京都 
原  太一      千葉 
藤井 佳奈      熊本 
星野  典子      群馬 
前田 知恵      千葉 
丸山 一夫      新潟 
三浦 隼髙      奈良 

 
 
 
村上 豊      兵庫 
森  真一      兵庫 
八木 誠一      静岡 
横山 文代      北海道 
𠮷𠮷間 春樹      千葉 
 

 
 
会友推挙 
【絵画】   相川 佳子      神奈川 

蒼井 利華      神奈川 
畔田 桃子      熊本 
阿部 申次      兵庫 
新木 邦秀      新潟 
有川 利郎     埼玉 
有竹  敏視      三重 
井口 和夫        大阪 
井口 民子      神奈川 
石井 直美          山口 
伊藤 ひとみ     北海道 
稲垣 晴代          東京 
岩本 将弥      福岡 
内山 みち          三重 
大窪 ひとみ    広島 
太田 正弘      静岡 
大塚 麗子      愛知 
大根田 登美子   栃木 
帯金 正子      静岡 
神尾 昌義      静岡 
亀井 輝男      愛知 
川畑 太      奈良 
木下 至弘     兵庫 
久保 敦嗣     埼玉 
河野 建作     千葉 
五野 成之     長野 
佐藤 真衣子    東京 
篠田 寛江      三重 
志村 祥子      静岡 
妹尾 均      岡山 
多賀谷 寛     宮崎 
長   和義      栃木 
出水 翼      大阪 
道本 勝      和歌山 
徳永 敏      鹿児島 
長尾 圭子     千葉 



中島 あけみ    東京 
長友  洋子       宮崎 
中村 成代     三重 
中山 喜裕     岡山 
西川 誠一     熊本 
蜂須賀 仁     愛知 
平松 周      愛知 
福澄 明美     三重 
星野 清和     群馬  
真島 柊      東京 
的崎 裕子     岡山 
宮崎 毅      愛知 
宮本 典子     静岡 
毛利 由美子    滋賀 
森重 美香     鹿児島 
山田  素子     東京 
山本 周      大阪 
横川 みどり    愛知 
𠮷𠮷田 明      静岡 
𠮷𠮷田 恵      大阪 
吉村 則子     長崎 

 


