
２５年３月開催 センター利用者のグループ作品展 個人でも団体でも 「展示

会がしたい」 その気持ちが大切 水彩画 折り紙 水墨画 切り絵 フラワーアレンジメント 

竹細工 書道 仏画 工作 クレヨン画 陶芸 版画 シャドーボックス 油絵 ペン画 彫刻

 絵手紙 パッチワーク 編み物 押し花 エコクラフト ガラス工芸 パステル画 ちぎり絵

 アメリカンフラワー つまみ絵 バードカービング 写真 皮革 ポーセラーツ 生け花 ペ

ーパークラフト 織物 染色 篆刻 蒔絵 粘土 模型 ジャンルは何でも OK！ あなたも展示

会デビューしてみませんか？ ２５年３月開催 センター利用者のグループ作品展 個人

でも団体でも 「展示会がしたい」 その気持ちが大切 水彩画 折り紙 水墨画 切り絵 フラ

ワーアレンジメント 竹細工 書道 仏画 工作 クレヨン画 陶芸 版画 シャドーボックス

 油絵 ペン画 彫刻 絵手紙 パッチワーク 編み物 押し花 エコクラフト ガラス工芸 

パステル画 ちぎり絵 アメリカンフラワー つまみ絵 バードカービング 写真 皮革 ポー

セラーツ 生け花 ペーパークラフト 織物 染色 篆刻 蒔絵 粘土 模型 ジャンルは何で

も OK！ あなたも展示会デビューしてみませんか？ ２５年３月開催 センター利用者のグルー

プ作品展 個人でも団体でも 「展示会がしたい」 その気持ちが大切 水彩画 折り紙 水墨画

 切り絵 フラワーアレンジメント 竹細工 書道 仏画 工作 クレヨン画 陶芸 版画 シ

ャドーボックス 油絵 ペン画 彫刻 絵手紙 パッチワーク 編み物 押し花 エコクラフト

 ガラス工芸 パステル画 ちぎり絵 アメリカンフラワー つまみ絵 バードカービング 写

真 皮革 ポーセラーツ 生け花 ペーパークラフト 織物 染色 篆刻 蒔絵 粘土 模型 

ジャンルは何でも OK！ あなたも展示会デビューしてみませんか？ ２５年３月開催 センター

利用者のグループ作品展 個人でも団体でも 「展示会がしたい」 その気持ちが大切 水彩画 

折り紙 水墨画 切り絵 フラワーアレンジメント 竹細工 書道 仏画 工作 クレヨン画 

陶芸 版画 シャドーボックス 油絵 ペン画 彫刻 絵手紙 パッチワーク 編み物 押し花

 エコクラフト ガラス工芸 パステル画 ちぎり絵 アメリカンフラワー つまみ絵 バード

カービング 写真 皮革 ポーセラーツ 生け花 ペーパークラフト 織物 染色 篆刻 蒔絵

 粘土 模型 ジャンルは何でも OK！ あなたも展示会デビューしてみませんか？ ２５年３月

開催 センター利用者のグループ作品展 個人でも団体でも 「展示会がしたい」 その気持ちが

大切 水彩画 折り紙 水墨画 切り絵 フラワーアレンジメント 竹細工 書道 仏画 工作

 クレヨン画 陶芸 版画 シャドーボックス 油絵 ペン画 彫刻 絵手紙 パッチワーク 

編み物 押し花 エコクラフト ガラス工芸 パステル画 ちぎり絵 アメリカンフラワー つ

まみ絵 バードカービング 写真 皮革 ポーセラーツ 生け花 ペーパークラフト 織物 染

色 篆刻 蒔絵 粘土 模型 ジャンルは何でも OK！ あなたも展示会デビューしてみません

か？ ２５年３月開催 センター利用者のグループ作品展 個人でも団体でも 「展示会がしたい」

 その気持ちが大切 水彩画 折り紙 水墨画 切り絵 フラワーアレンジメント 竹細工 書

道 仏画 工作 クレヨン画 陶芸 版画 シャドーボックス 油絵 ペン画 彫刻 絵手紙 

パッチワーク 編み物 押し花 エコクラフト ガラス工芸 パステル画 ちぎり絵 アメリカ

ンフラワー つまみ絵 バードカービング 写真 皮革 ポーセラーツ 生け花 ペーパークラ

フト 織物 染色 篆刻 蒔絵 粘土 模型 ジャンルは何でも OK！ あなたも展示

会デビューしてみませんか？ ２５年３月開催 センター利用者のグループ作品展 個人でも団

体でも 「展示会がしたい」 その気持ちが大切 水彩画 折り紙 水墨画 切り絵 フラワーア

レンジメント 竹細工 書道 仏画 工作 クレヨン画 陶芸 版画 シャドーボックス 油絵

 ペン画 彫刻 １月１１日締切 絵手紙 パッチワーク 編み物 押し花 エコクラフ

ト ガラス工芸 パステル画 ちぎり絵 アメリカンフラワー つまみ絵 バードカービング 

写真 皮革 ポーセラーツ 生け花 ペーパークラフト 織物 染色 篆刻 蒔絵 粘土 模型

 ジャンルは何でも OK！ あなたも展示会デビューしてみませんか？ ２

５年３月開催 センター利用者のグループ作品展 個人でも団体でも 「展示会がしたい」 その

気持ちが大切 水彩画 折り紙 水墨画 切り絵 フラワーアレンジメント 竹細工 書道 仏 


