
バーチャルアート展を終えて 

伊勢です、 

8月22日、23日に 
待望のビックイベントを開催します。 

結構、太っ腹な企画に 
なったと思います。 

公開を準備していますので 
スケジュール帳に予定を書き込みつつ 
続報を楽しみにお待ちください。 

早く、言いたいです（笑） 

さて、 

バクチャーの寄付については 
たくさんの反響をいただきました。 

喜んでくださっている方がいて 
本当に良かったです。 

寄付についても、 
明日、もうひとつの寄付を 
発表します。 

皆様の参加費を大切に 
使わせていただきます。 

さて、、 

今日は、七夕の夜に行われた 
バーチャールアート展覧会についてです。 

編集した動画がアップされましたので 
ぜひ、こちらからご覧ください。 



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
お伊勢さんバーチャルアート展覧会 
→ https://youtu.be/R7wyMAsjISo 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

今回の展覧会ですが、 

宮城知代さんが、 
各アーティストの動画素材を集め 
ひとつの動画としての作品に仕上げて 
くださいました。 

動画編集の仕事や、イベントの 
プロデュースをお願いしたい方は 
ぜひ、こちらからコンタクトをとってみてください。 

/////////////////// 

宮城さんの連絡先： 
https://www.facebook.com/tomoyo.miyagi.3 

////////////////// 

宮城さん、本当にありがとうございました。 
宮城さんのお力なくして実現はできませんでした。 

おひとり、おひとりの作品も 
本当に素晴らしかったです。 

お一人ずつについて触れられないのが 
残念ですが、たくさん感動させて 
いただきました。 

そして、素晴らしい作品を最大限に引き立てる 
植田さんの音楽が泣けるほど 
最高でした。 

さすがグラミー賞エントリーの 
世界的な音楽家で、贅沢過ぎる 
提供をいただきました。 

https://youtu.be/R7wyMAsjISo
https://www.facebook.com/tomoyo.miyagi.3


本当にありがとうございました。 

アートって良いなとしみじみ 
感じた夜でした。 

実行委員のいくみさんも 
本当にありがとうございました。 

・・・・・・・ 

もし、気に入った方がおられましたら 
こちらのプロフィールからお気軽に 
コンタクトを取られてみて下さい。 

「良かったよ！」 

とか、 

「好きな作品でした！」 

とか、 

そんなフィードバックでも頂けると 
すごく嬉しいものです。 

こちらからのプロフィールから 
コンタクトをとられてみてください。 

・・・・・・ 

北澤英理子　様 

新潟県の佐渡ヶ島在住の書家、北澤英理子と言います。 

普段は、命名紙や長寿祝い、ウェルカムボードなどの作品を 
完全オーダーメイドで書かせていただいています。 

日本のほぼ中央に位置する佐渡ヶ島は、 
春夏秋冬の四季の移ろいがしっかりと感じられ、 



自然の営みの中で暮らすという感覚がとても身近です。 

毎年毎年同じようにくり返される営みが 
美しく尊いと感じる年齢になり、 
そんな想いを言葉にした作品を 
出展させていただきます。 

オンラインショップ 
https://fudemojieri.thebase.in/ 

Instagram 
https://www.instagram.com/fudemoji67erichan/ 

・・・・・・・・・・ 

小坪真由美　様 

ファンタジスタまゆみ、こと小坪真由美と申します！ 

今年の3月にぷつりと足の怪我をきっかけに、 
全ての仕事を一度終了しようと思ったのち、 
前から自然とやっていた感じたこと、みえたことを 
アートにすることに一気に力が注がれていきました。 

それが、インスピレーションアート！ 

ちょうどコンクールに絵を出展しようと 
4月30日までの締め切りだった絵を、 
前日の誕生日に描きあげたものがこちら 

タイトルは「希望」。 

出展させていただく絵はわたしにとって記憶に残る一枚で、 
情熱やスピリット清々しさ意識、 
そんなものがひとつにできた一枚という感じがしているから。 

今後は自宅やオフィス、ホテルなどに飾るアートとして 
販売も始めていきたいと思っているところです。 

https://fudemojieri.thebase.in/
https://www.instagram.com/fudemoji67erichan/


自分らしくクリエィティブに生きるwebマガジンADiOS 
http://ureshi-gohan.com/ 

YouTube 
http://sh.k2academy.net/1rnwp 

・・・・・・・・ 

北浦 奈美　様 

皆様初めまして、北浦奈美と申します。 

小さなころから絵を描くことが好きで、 
ずっと大人になっても続けてきた唯一のこと。 

現在はECショップのデザインもしつつ、 
運営サポートの仕事をフリーランスでしています。 

仕事の傍ら絵を描くということは続けてきて、 
今も自分を表す大切なものとなっています。 

私が描く絵はその日、耳にしたり目にしたりした言葉や色、 
ずっと気になって頭の中にある言葉と色をシンプルに描く、 
インスピレーションアートです。 

今回選ばせていただいたものは、 
梅雨時の雨粒と花々の色が 
きらきらと宝石のように輝いて見える様が綺麗だなと 
心に残っていたものを表現してみました。 

画材はデザイン製図用のペンと色鉛筆で描いています。 
その日の言葉が、色が誰かの心の癒しになれば幸いです。 

Instagram 
https://www.instagram.com/nami_kitaura/ 

http://ureshi-gohan.com/
http://sh.k2academy.net/1rnwp
https://www.instagram.com/nami_kitaura/


自己紹介note 
https://note.com/collore 

・・・・・・・・・・ 

心書家 堀込亘　様 

快笑整体院院長　堀込亘です。 

　わたしの整体院の入り口階段には絵が飾ってあります。 
　ルイ・アームストロングの“wha a wonderful world”に続いて… 
　ナッキンコールの“L-O-V-E”がお出迎え。 

整体院に来られる方は、 
必ずこの絵の前を通ります。 
LOVEの文字を潜在意識に入れていただいて、 
整体に入ります。 

整体では心身ともにリラックスして、 
潜在意識が開いた状態になります。 

お帰りの際も、 
開いた潜在意識にLOVEの文字を入れていただいて、 
心も身体も軽くなるように、 
人生が良い方向に向かいますようにと 
願いを込めています。 

この作品は往年の海外スターと歌詞を描きましたが、 
みなさんの似顔絵とネームインポエムや 
お好きな言葉を描いたものを提供させていただきます。 

快笑整体院 
https://holichan.jimdo.com 

心書であなたを満たし隊（東北の心書グループ） 
http://sh.k2academy.net/ca2mu 

・・・・・・・・・ 

https://note.com/collore
https://holichan.jimdo.com
http://sh.k2academy.net/ca2mu


井口まい　様 
　　　Artist摩優の世界 

はじめまして。 
Artist摩優事務局の、井口まいです。 

プライベート&ビジネスパートナーである 
Artist Mayu(アーティスト摩優)の 
ホームページ制作や作品販売などの事務作業を 
しております。 

摩優は、 
代表作である曼荼羅アートをはじめ 
抽象画のヒーリング＆パワーアート 
筆文字や立体造形物作品など、 
様々なアート作品を手がける 
マルチアーティストです。 

最近では 
LIVE812というライブ配信サイトで 
ウクレレで弾き語りをはじめ 
初めての楽曲「ひとりじめ」を 
作ってしまいました。 

今回ご紹介させていただく作品は、 
摩優の代表作 
『愛があふれるとき』 
という曼荼羅アート、30cm角の作品です。 

優しいエネルギーを感じるこの作品を、 
たくさんの方々に観ていただきたく 
今回発表させていただきます。 
よろしくお願いいたします。 

ホームページ・販売 
https://artist-mayu.com 

リンクツリー 
https://linktr.ee/artist_mayu 

https://artist-mayu.com
https://linktr.ee/artist_mayu


 ・・・・・・・・・ 

三上系之 様 
自分のラッキーカラーで作る 効能重視のオルゴナイト 

私は２０１６年の春、パワストーンの進化形と呼ばれる 
高さ２ｃｍほどの小さなオルゴナイトに出会いました。 

その小さなオルゴナイトを自分の事務所の机に置いてみたところ、 
わが家を訪れた全く面識のなかったお二人が 
なんと１か月後に結婚してしまったのです。 

このオルゴナイトには 
何か不思議な力があるのではないかと感じました。 

その後、自分でもオルゴナイトをつくれるようになり、 
「あなたのラッキーカラー＋効能重視のオルゴナイト」 
 を販売すると、 
１０枚チラシを配布したら１人が買ってくれるまでになりました。 

現在は、どうしてもこのオルゴナイトの良さを 
体験して欲しいと思い、 
低価格の小さなオルゴナイトを作って 
メルカリやアマゾンで販売しています。 

また、長野県内でオルゴナイトを作る 
ワークショップ 開催しています。 

次はあなたの番です！ 
あなたにステキな奇跡が起きることを 
楽しみにしています！ 

自分のラッキーカラーでオルゴナイト通販＆ワークショップ 
http://iinagano.com/org/ 

・・・・・・・・・ 

http://iinagano.com/org/


山根幸絵 様 
水彩画を描いております、山根幸絵と申します。 

透明水彩という絵の具で、人物や風景、静物を描いています。 

今回、動画ということで、 
京橋のギャラリーで個展を行いますので 
その様子を撮影しました。 

画像は不慣れなものですが、どうぞご覧になってください。 

水彩画は滲みやぼかしの技法で 
癒される効果があり、 
また、画材の手軽さもあり、とても人気があります。 

夏というこの季節に合わせて 
向日葵の作品もあります。 

癒しの水彩画をどうぞご覧になってください。 

ブログ 
https://sachie-y-watercolor.amebaownd.com/ 

・・・・・・・・・ 

紙芝居おかあさん　なとりなおこ 様 

絵本紙芝居師として20年、全国で活動をしてきました。 
2005年、長男の出産後はラジオパーソナリティ、 
行政レポーターとしても2万人以上の親子と交流。 
ママ支援イベントを全国で企画。 

2015年より埼玉県朝霞市で共に学び共に成長を 
理念とするコミュニティカフェ『トモソダチカフェcozy』を開業。 
同年に子ども食堂、畑活動をスタート。 
ママが地域で頼りあい育てあう居場所作りをライフワークにしています。 

https://sachie-y-watercolor.amebaownd.com/


【将来の夢】 
シャンソン歌手で、料理愛好家で、楽しいおはなしが大好き。 
平野レミさんのような 
明るく変幻自在なお母さんとして 
世界のお母さん達が繋がれる 
共育コミュニティをつくること。 

【趣味】 
ウクレレと歌（子ども食堂で歌ってます） 

絵本講師プロフィールページ 
https://eq-ehon.com/member/naoko-natori/ 

トモソダチカフェcozyのブログ 
https://ameblo.jp/team-cozy/ 

・・・・・・・・ 

小暮和代 様 

こんにちは。小暮和代と申します。 

写真は３歳位から、 
今は懐かしいフィルムカメラが 
おもちゃ代わりで育ちました。 

小学校時代にはおじさま達に混ざって 
綺麗なお姉さんを撮影する「撮影会」に行ってみたり、 
父親と一緒に手作りUFOでいたずら写真を作ったり。 

大人になって１年位カメラマンアシスタントをしたものの、 
ぱっとしないまま写真作品をつくっていました。 

この度はフォトストーリーにして、 
新しい楽しみ方を模索させていただきました。 

ここ数年は『猫グレさん』という名前で、 
占いの仕事をメインにしています。 

https://eq-ehon.com/member/naoko-natori/
https://ameblo.jp/team-cozy/


ご案内させていただきましたnoteやブログ、 
line@は全部占いかチャネリングのアヤシイリンク先 
になっていますので、お気をつけ下さい。 

今回の作品関連をweb管理してくれているサイトは 
舞踏家・奥村薫のnoteです。 

舞踏家・奥村薫のnote（昔、墓場フェチだった頃） 
https://note.com/kaoruokumura 

猫グレさんのnote 
https://note.com/nekoguresan/m/m5e61f6446584 

猫グレさんのブログ 
https://nekoguresan.hatenablog.com/ 

猫グレさんのline@ 
https://lin.ee/64yxEa 

・・・・・・・・・ 

植田あゆみ　様 

お伊勢さんサロンアート展の作品につける音楽を担当。　 

アーティストの皆さんの世界観をさらに、引き出せるよう、 
自身のオリジナルや、著作権フリーの楽曲の中から選曲させて頂きました。　 

とても楽しいコラボレーションの機会をありがとうございます。 

【プロフィール】 
東京、足立区出身。 
4歳からシンガーソングライターの父と舞台に立つ。 
14歳の時に、NHKJrのど自慢大会でグランプリ獲得。 
音楽をツールとして、世界中に愛と平和のメッセージを 
届ける架け橋になることが目標。これまでに、愛地球博、 
ニューヨークの国連教会で開催された被曝ピアノコンサート、 

https://note.com/kaoruokumura
https://note.com/nekoguresan/m/m5e61f6446584
https://nekoguresan.hatenablog.com/
https://lin.ee/64yxEa


カーネギーホールで行われたサマーコンサート等に出演し、 
ゆずの北川悠仁氏、女優のメリル・ストリープ氏等、 
多数の著名アーティストと共演を果たす。 
ソロシンガー、Women of the Worldリーダー、 
サウンドヒーラー、を務める多彩な“癒し”アーティストとして、 
現在アメリカ、日本で活躍中。 

宜しくお願い致します。 
植田あゆみ 

アーティスト作品動画の選曲＆楽曲提供 

世界44ヶ国のシンガーと歌ったつばさをください　MV 
https://youtu.be/HyWuaDYkiwk 

リンクツリー 
https://linktr.ee/ayumiueda 

・・・・・・・・・・・・ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
お伊勢さんバーチャルアート展覧会 
→ https://youtu.be/R7wyMAsjISo 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

それでは、また、明日の朝 
メールをしますので 
チェックお願いします。 

今日もお疲れさまでした。 

伊勢隆一郎 

https://youtu.be/HyWuaDYkiwk
https://linktr.ee/ayumiueda
https://youtu.be/R7wyMAsjISo

