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って来ましたPART、Ⅶ
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1 ２回目となります「光風流いけばな展
2019」インスタグラムフォトコンテストにて
またまた入選！光風流ジュニア賞を受賞致しま
した
2 前回は小学生のはなちゃんが選んでくれた
【はなちゃん賞】を受賞しまして今回の光風流
ジュニア賞は高校生のいけばな男子君が選んで
くれました

はい、先日に開催されました第二回目のになり
ます「光風流いけばな展2019」インスタグラ
ムフォトコンテストにてまたまた入選！

今回もまたまたジュニア賞を受賞致しました♪
ドンドンパフパフ～！(笑)

イオン加西北条店にて開催されました光風流い
けばな展「光風流いけばな展2019」ではテー
マが、【光風流美術館～キャンバスからのメッ
セージ】という事でまるで絵画の様ないけばな
を見せて頂きました。

キャンパスに見立てた額縁の様な枠の中にいけ
るいけばなはとても僕の目には斬新に見えまし
た！

おはようございますオノウエです。
当然インスタグラムフォトコンテストに投稿し
たい作品も多くあり、撮りまくった写真から迷
いに迷った挙句に厳選した21枚を投稿致しまし
た♪

 

今回の「光風流ジュニア賞」審査員はなんと！
多感なお年頃の高校生男子君でして、今流行り
の何とか男子で言いますと、花の「いけばな男
子」です♪

高校生いけばな男子君には、「自分の好きな作
品で、鳥かごが大きく手前にあり遠近感があっ
て気に入りました。」とのお言葉を頂きました
♪

僕の投稿では副題を「メルヘン♪」と書きまし
た。

花のメルヘンいけばな男子様ありがとうござい
ま～す♪

しかし、
子供には人気あるな～(笑)

何度でも勘違いされない様に言いますが、僕の
精神年齢が子供の感性に近いとか、子供っぽい
とかそういう事ではありませんよーーー！！
（笑）

 

〇そしてそんな今回の作品を観てみたい方は、
こちらのインスタグラムアカウントから見て下
さいね♪

「光風流いけばな展２０１9」

〇いけばな光風流のインスタグラムアカウント
はこちら♪

「いけばな光風流」

〇こちらは僕のインスタグラムアカウントです
～。
見てね♪

「nobochi_のインスタグラムはこちら」

ではでは～。

尾上昇
大阪府吹田市五月ヶ丘北のクリーニ
ングISEYA代表オノウエです。
TeMA-クリーニングアドバイザー
ＣＡ／京技術修染会認定修復師／ク
リーニング師／と複数の専門資格を
習得。

メディア：株式会社商業界発行・フ
ァッション販売２０１６年１２月号
にて、衣類のお手入れガイドブック
を掲載。

メディア：漫画家のふかさくえみさ
ん作「鬼桐さんの洗濯」第2巻の表
表紙を開けた裏に参考資料として僕
のブログである
「onouenoboru.com」を掲載し
て頂きました。#鬼桐さんの洗濯 #
ふかさくえみ　

メディア：吹田市男女共同参画セン
ターデュオさんにて「プロ直伝 洗
濯・アイロンのコツ～男性のための
暮らしに役立つ簡単家事術～講座」
開催いたしました。

”3度の飯よりシミ抜きが好き” ”休
日はシミ抜き勉強会”こんなクリー
ニング師をはじめとする熟練スタッ
フが、お客様の”シミ”をお待ちして
います。
お客様に喜んで頂く笑顔が一番のや
り甲斐です。『うちのクリーニング
屋さん』と呼んで下さい。

"

関連記事を表示

いけばな, 僕の日常編

# インスタグラムフォトコンテスト # 光風流
# 光風流いけばな展2019
# 光風流いけばな展2019インスタグラムフォトコンテスト
# 内藤正風家元

$ 2019年11月1日 / 最終更新日 : 2019年11月1日 % 尾上
昇

いけばな

また今度も「光風流いけばな
展2019」インスタグラムフ
ォトコンテストにて光風流ジ
ュニア賞を受賞させて頂きま
した

２回目となります「光風流いけばな展
2019」インスタグラムフォトコンテスト
にてまたまた入選！光風流ジュニア賞を受
賞致しました

前回は小学生のはなちゃんが選んでくれた
【はなちゃん賞】を受賞しまして今回の光
風流ジュニア賞は高校生のいけばな男子君
が選んでくれました

クリーニングＩＳＥＹＡシミ抜き修復
師オノウエノボル

最新の投稿
2019.11.06

お家のお洗濯編

夏物衣料の衣替えはお済でしょう
か？襟部分や脇部分の変色はその
ままにしておりますと目立ってき
ますので早めに取り除きましょう
2019.11.05

お知らせ編

襟の黄ばみ等のいつ付いてしまっ
たのかも見当がつかない数年前の
黄ばみやシミでも落ちる可能性は
ありますよ
2019.11.04

お知らせ編

何が付いたか分からないシミは基
本通りのしみ抜き中にシミが反応
をしたその方法を重点的に行いま
す
2019.11.03

お知らせ編

いつ付いてしまったのか？何が付
いてしまったのか？分からないシ
ミに対応する場合にはクリーニン
グ屋さんに相談してからでも遅く

はありませんよ

いいね！ 95

【光風流美術館～キャンバスからのメッ
セージ】と言う事で光風流いけばな展
2019を観に加西に行って来ました
$ 2019年10月20日

毎度おなじみ「兵庫県いけばな展2019」
に行って来ましたインスタグラムフォト
コンテストにてもちろん今度も狙いま
す！
$ 2019年10月29日

兵庫県加西市にある「光風リゾート」第
二回風光るさよなら金子シェフ「光風リ
ゾート本格イタリアンシェフBBQ」に行
ってきました
$ 2019年9月8日

美味しく楽しく今を過ごそう迷わず行け
よ行けばわかるさ兵庫県加西市光風流本
部内「光風リゾート」
$ 2019年6月30日

またまたまたまた「いけばな神戸店
2019」に行って来ましたインスタグラム
フォトコンテストにて今度も狙います！
$ 2019年5月15日

“いけばな”の楽しさや魅力を学べるいけば
な光風流の展覧会形式光風流指導展＆お
稽古＆BBQに行ってきました
$ 2019年3月31日

またまたまたまた今度は「光風流いけば
な展2018」インスタグラムフォトコンテ
ストにて入選させて頂きました
$ 2018年12月18日

またまたまた「兵庫県いけばな展2018」
インスタグラムフォトコンテストにて今
度は優秀賞で入選させて頂きました
$ 2018年11月7日

堅苦しくないいけばなもあるんですねや
ってみると自分の中に新しい世界が開け
るかも
$ 2018年5月28日

3つの柱からなる人それぞれの表現を桜を
使った「いけばな」で体験致しました
$ 2018年3月27日

クリーニングＩＳＥＹＡの職人社長です。 大阪
府吹田市と言う太陽の塔がある万博から、自転
車で10分の所でクリーニング屋やってます！
京技術修染会認定の修復師であり、ＴeＭＡクリ
ーニングアドバイザーの認定も所有。クリーニ
ングの困り事は相談してね♪ 店頭にてほぼ毎日
しみ抜き実演中♪ エクスマ60期です。
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お洋服の再生屋
オノウエノボル

大阪府吹田市五月ヶ丘北のクリーニングISEYA代表オ
ノウエです。TeMA-クリーニングアドバイザーＣＡ／
京技術修染会認定修復師／クリーニング師／と複数の
専門資格を習得。

メディア
株式会社商業界発行　ファッション販売２０１６年１
２月号にて衣類のお手入れガイドブックを掲載。

”3度の飯よりシミ抜きが好き” ”休日はシミ抜き勉強
会”こんなクリーニング師をはじめとする熟練スタッフ
が、お客様の”シミ”をお待ちしています。 お客様に喜
んで頂く笑顔が一番のやり甲斐です。
『うちのクリーニング屋さん』と呼んで下さい。
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@nobochi_さんのツイート
 尾上昇 しみ抜き実演のクリーニング屋さんさん

尾上昇プロフィール
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最新記事

夏物衣料の衣替えはお済でしょうか？
襟部分や脇部分の変色はそのままにし
ておりますと目立ってきますので早め
に取り除きましょう
2019年11月6日

襟の黄ばみ等のいつ付いてしまったの
かも見当がつかない数年前の黄ばみや
シミでも落ちる可能性はありますよ
2019年11月5日

何が付いたか分からないシミは基本通
りのしみ抜き中にシミが反応をしたそ
の方法を重点的に行います
2019年11月4日

いつ付いてしまったのか？何が付いて
しまったのか？分からないシミに対応
する場合にはクリーニング屋さんに相
談してからでも遅くはありませんよ
2019年11月3日

油が飛んで付いてしまったお洋服です
がお洗濯表示がドライクリーニングは
出来ませんの表示でもシミ抜きは可能
です
2019年11月2日
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