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第22回 茨城県健康福祉祭
いばらきねんりん文化祭

わくわく
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茨城県立県民文化センター  美術展示室及び分館
午前9時30分～午後4時

平成30年
2月17日㈯〜2月23日㈮

（最終日は正午まで）

シニア世代の美術展



茨城県知事賞
「夢　想」　江幡　昭　ひたちなか市

茨城県議会議長賞
「夜祭りスタンバイ」　田口　敏夫　古河市

茨城県知事賞
「ジャーマンアイリス」　渡辺　秋　日立市

茨城県教育委員会教育長賞
「チュン・チュン雀」　荻沼　雅子　小美玉市

※同賞は五十音順で掲載

日本画の部　入賞作品
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茨城県社会福祉事業団理事長賞
「日曜日」　北島　清子　結城市

茨城県老人クラブ連合会長賞
「雪の鳥居」　湯田　善八　北茨城市

茨城県保健福祉部長賞
「雪景色」　大町　静香　潮来市

茨城県社会福祉協議会長賞
「つわのはな」　蛭田　要　つくば市

いばらき文化振興財団理事長賞
「森は語る」　石川　幸司　取手市　
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佳　作
「早　春」　長塚　幸子　常総市

特別賞
「入瀬の夕暮」　鈴木　竹男　日立市

佳　作
「夏みかん」　岡崎　せつ子　土浦市

佳　作
「ぼたん」　橋本　京子　小美玉市

日本画の数的なバランスが良かったことにも安堵しました。
　賞の選に惜しくも漏れてしまった作品の中にも、技術的な高さを感じるものもありましたが、今回の審
査ではあえて、絵から出てくる気勢にウエイトを置き、人を癒す力を感じた作品を評価しました。
　残念だったのは、人物を描いた作品が少なかったことです。人間を描くのは非常に難しいのですが、上
手く描く必要はなく、家族のさりげない日常や、人物のいる身近な風景を描いた作品がもう少し出てきて
欲しいと思いました。

　全作品を並べてまず一巡した時、気が入った生彩ある作品が思いの外多かった事で、出
品者が制作を楽しみ、生き甲斐にされていることを感じ取ることができました。水墨画と

総 評
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茨城県知事賞
「マテーラを旅して」　櫻井　惠美代　土浦市

茨城県議会議長賞
「Dream World」　大吉　正子　水戸市

茨城県知事賞
「コンポジション」　中島　幸恵　つくば市

茨城県教育委員会教育長賞
「卓上の静物」　登内　芳子　笠間市

※同賞は五十音順で掲載

洋画の部　入賞作品
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茨城県社会福祉事業団理事長賞
「うたた寝」　渡辺　光子　鹿嶋市

茨城県老人クラブ連合会長賞
「モロッコの一隅」　鄭　春子　水戸市

茨城県保健福祉部長賞
「響」　徳永　裕子　ひたちなか市

茨城県社会福祉協議会長賞
「滝波轟轟」　山形　雅昭　茨城町

いばらき文化振興財団理事長賞
「光のファンタジー」　佐川　博子　つくば市

6



佳　作
「晩秋の蓮」　木村　文子　常総市

佳　作
「道（利根川へ）」　田中　貴美子　取手市

佳　作
「おすそわけ」　大澤　留三　常陸大宮市

佳　作
「学び舎の思い出」　諏訪　汎子　龍ケ崎市

佳　作
「菩薩像」　清水　葊実　筑西市
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佳　作
「沈黙の時」　豊島　和久　東海村

佳　作
「葵花向日」　山崎　榮次　牛久市

特別賞
「わさび田（安曇野）」　横塚　浩一　茨城町

佳　作
「山里に棲む」　富山　峯秀　東海村

んの「マテーラを旅して」は再現的風景描写を超え、丹念で堅牢なマチエール、構図、抑制のきいたトー
ンが秀逸な具象でした。同じく県知事賞の中島幸恵さんの「コンポジション」はデザイン性や技巧に陥ら
ず、優れた色彩感覚と動きのあるフォルムが新鮮な抽象表現でした。今年の出品作のモチーフや表現の幅
広さを象徴する好対照の２点の他にも16点の受賞作が選ばれ、紙面の都合上残念ながら各作品のコメン
トは割愛しますが、いずれも独自の視点と個性溢れる表現が高評価を得ました。横塚浩一さんはみずみず
しい感性で特別賞となりました。プロ・アマ・年齢・経験を問わず、キャンバスは平等に表現する喜び、
難しさ、奥の深さ、楽しさを与えてくれます。健康で絵が描けることの幸せを噛みしめながら制作を続け
ていただきたいと思います。

　絵画離れといわれる中で、大変意欲的な作品が昨年より17点多く出品され、皆さんの
真摯な制作態度、追求心に感銘を受けました。多数の力作の中で県知事賞の櫻井惠美代さ

総 評
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茨城県知事賞
「春を思う」　金澤　繁則　筑西市

茨城県議会議長賞
「希　望」　髙梨　隆　守谷市

茨城県知事賞
「いきいき」　高橋　克朋　鉾田市

茨城県教育委員会教育長賞
「乙　女」　黒田　髙司　つくば市

※同賞は五十音順で掲載

彫刻の部　入賞作品
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茨城県保健福祉部長賞
「釣り人」　永橋　強一　阿見町

特別賞
「仰　ぐ」　安藤　政藏　常陸太田市

　応募された作品は、どれも創ることを楽しみながら制作された様子がうかがえて、作風に若さがあり、
どの作品にも豊かな詩情が表れています。どことなく観る人の心を和ませてくれるものがあります。
　彫刻は、面の構成で塊を形作るもので、色彩や線描がありません。粘土のような可塑材、木や石などの
彫刻材など、材料の特性を生かして、しかも自分独自のテーマで独創的に表現しなければならない難しさ
があります。
　受賞作品は、いずれもその困難さに挑戦し自分なりに克服して作品を作り上げています。金澤さんの「春
を思う」はコスチュウムの表現に工夫を凝らして、柔らかくユニークな女性像に仕上げています。高橋さ
んの「いきいき」は優れた技量で若い女性の表情を凛々しく表現しており、ブロンズ調の着色も彫刻とし
ての効果を高めています。

　今回の応募点数は15点で、これまでより沢山の応募者があって、わくわく美術展への
理解と関心の高まりが感じられ感動しました。

総 評
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茨城県知事賞
「斜線文五面花器」　及川　功子　神栖市

茨城県議会議長賞
「雪　椿」　青木　照子　下妻市

茨城県知事賞
「逆巻く」　原田　正己　ひたちなか市

茨城県教育委員会教育長賞
「時　明」　佐々木　冨美子　水戸市

※同賞は五十音順で掲載

工芸の部　入賞作品
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茨城県社会福祉事業団理事長賞
「朝の顔」　山口　玲子　取手市

茨城県老人クラブ連合会長賞
「織姫さまの首飾り」　雨海　利行　水戸市

茨城県保健福祉部長賞
「自然釉「泰然自若」」　吉澤　鬼子光　那珂市

茨城県社会福祉協議会長賞
「fantasy」　川原田　幹夫　阿見町

いばらき文化振興財団理事長賞
「いぶき」　牧野　玲子　土浦市
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佳　作
「リズミカルに」

鈴木　準一　ひたちなか市

佳　作
「獅子人形」

山本　昇　鹿嶋市

佳　作
「子供たちへの贈り物

（誕生月の花木）」
大道　学　つくばみらい市

佳　作
「釉泥彩大皿「月光」」

山田　豊　取手市

佳　作
「鶏　頭」

宮田　満里子　水戸市

特別賞
「縄目紋様花器」

八文字　ちよの　水戸市

に県知事賞に選ばれました及川功子さんの作品（斜線文五面花器）は形と線のバランスも良く完成度の高
い秀作です。
　同じく県知事賞の原田正己さんの作品（逆巻く）は美しいビードロ釉を上下逆にして焼いた作品で大胆
な表現が好感のもてる作品に仕上がっております。県議会議長賞の青木照子さんの作品（雪椿）は全体の
不思議な広がりが絶妙で感性豊かな作品です。また県教育委員会教育長賞の佐々木冨美子さんの炭化焼締
めで焼いた作品（時明）は、色合いの変化も良く好感のもてる作品に仕上がっております。また他の受賞
作品もそれぞれに個性があり存在感がありました。出品者のみなさんが楽しく制作されており、人生感が
伝わって来るような作品が多数あり、今後も楽しみにしております。

　応募点数は、昨年よりも増加して147点あり、この中から15点の受賞作品が厳選な審査
の結果選ばれました。どの作品も一生懸命に制作していて努力が感じられる作品です。特

総 評
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茨城県知事賞
「暑旱苦熱」

大高　雪山　ひたちなか市

茨城県議会議長賞
「温庭筠詩」

中根　武子　日立市

茨城県知事賞
「山園小梅」

大森　茜愁　水戸市

茨城県教育委員会
教育長賞
「偶　成」

篠原　和子　那珂市

※同賞は五十音順で掲載

書の部　入賞作品
※同賞は五十音順で掲載

書の部　入賞作品
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茨城県社会福祉事業団
理事長賞

「和歌　白雪の・・・」
藤沼　弓子　常総市

茨城県老人クラブ連合会長賞
「拈華微笑」

今井　マサ子　東海村

茨城県保健福祉部長賞
「王維詩」

程山　富美子　下妻市

茨城県社会福祉協議会長賞
「重　久」

田中　淳　かすみがうら市

いばらき文化振興財団
理事長賞

「酒天之美禄」
谷口　成史　潮来市
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佳　作
「李白詩」

千勝　東揮　下妻市

佳　作
「王之渙詩　登鸛鵲楼」

尾﨑　晴夫　龍ケ崎市

特別賞
「贈李鐔」

勝山　丈夫　那珂市

佳　作
「月を見て心うかれしいにしえの」

根岸　とみ子　常総市

が増加したことは喜ばしく思います。日本古来の毛筆の良さ
が見直されてきていることは素晴らしいことです。
　県知事賞を受賞された大森さんは、手慣れた筆致で線に冴
え、品格ある作品です。同じく県知事賞の大高さんの作品は
墨が良く入り文字の大小感が生かされ重厚な作品です。特別
賞の勝山さんは明代の倪元璐の書風を一貫して力強く表現し
年齢を感じさせない作品です。今回出品された作品は毛筆は
もとより篆刻、刻字も増加し格調高い作品が多く全体のバラ
ンスを考慮し慎重にあたりました。これからも健康に留意さ
れ生活のリズムの中で書を生かして出品ください。

　近年各種の書展において出品点数が減少傾
向にあるなかで、わくわく美術展の出品点数

総 評
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茨城県知事賞
「ふたりの時間」　佐藤　武美　高萩市

茨城県議会議長賞
「朝　霧」　野上　次男　常陸太田市

茨城県知事賞
「大地と共に」　座間　秀夫　ひたちなか市

茨城県教育委員会教育長賞
「迷惑なお手伝い」　小室　博彦　常陸太田市

※同賞は五十音順で掲載

写真の部　入賞作品
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茨城県社会福祉事業団理事長賞
「ともだち」　鴨志田　美代子　ひたちなか市

茨城県老人クラブ連合会長賞
「絆」　髙阿田　正男　水戸市

茨城県保健福祉部長賞
「うあーすごい」　鴨志田　弘道　ひたちなか市

茨城県社会福祉協議会長賞
「まつりの日」　杉山　鈴子　石岡市

いばらき文化振興財団理事長賞
「静かなる時」　小石川　力雄　水戸市
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佳　作
「追憶の秋」

高畠　秀二　那珂市

佳　作
「春日和」

渡辺　一雄　境町

佳　作
「山里に生きる」
市毛　昇　水戸市

佳　作
「春　景」

松本　康子　日立市

佳　作
「地下道」

額賀　好光　石岡市

特別賞
「戌」

武藤　正夫　那珂市

ずれも作者の意図する内容が明確に表現されており心に響きました。写真は時を記録する芸術ですが、現
代の世相を切取ったもの、季節感を写し込んだもの、子供たちの協力し合う姿などなど、自分の表現した
い意図が明確になっていて感心しました。コンテストの応募には「明確な自己主張」が必要ですが、写真
サークルに所属されて活動されている方も多いと思いますので、自己主張とは何かを話し合いながら活動
されると、写真の楽しみ方や撮影の巾がさらに広がると思います。良い写真を撮ろうと考えることが、頭
脳を活性化し、カメラを持って歩くことが健康づくりに役立って、人生をエンジョイすることになるので
はと思っております。来年も、すばらしい作品の出品を期待しております。

　昨今のデジタルカメラは、機能が充実し手軽に写真を楽しめるようになったこともあり、
応募された皆様方の作品には素晴らしい作品が沢山ございました。入賞された作品は、い

総 評
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入賞者一覧
〈茨城県知事賞〉
夢　想 江幡　昭 ひたちなか市
ジャーマンアイリス 渡辺　秋 日立市
〈茨城県議会議長賞〉
夜祭りスタンバイ 田口　敏夫 古河市
〈茨城県教育委員会教育長賞〉
チュン・チュン雀 荻沼　雅子 小美玉市
〈茨城県保健福祉部長賞〉
雪景色 大町　静香 潮来市
〈茨城県社会福祉事業団理事長賞〉
日曜日 北島　清子 結城市
〈いばらき文化振興財団理事長賞〉
森は語る 石川　幸司 取手市
〈茨城県老人クラブ連合会長賞〉
雪の鳥居 湯田　善八 北茨城市
〈茨城県社会福祉協議会長賞〉
つわのはな 蛭田　要 つくば市
〈佳　作〉
夏みかん 岡崎　せつ子 土浦市
早　春 長塚　幸子 常総市
ぼたん 橋本　京子 小美玉市
〈特別賞〉
入瀬の夕暮 鈴木　竹男 日立市

入選者一覧
日光戦場ヶ原 秋元　忠雄 結城市
おらーまだまだ元気 阿部　政雄 鹿嶋市
姫路城 荒井　保 常陸大宮市
晩秋の富士 伊井　直幸 稲敷市
追　憶 飯塚　忠男 つくば市
帆引舟 家所　里子 下妻市
北のロマン 井出　孝 取手市
ジャーマンアイリス 糸賀　静江 常総市
鉄線花 伊野　晴子 小美玉市
花言葉は？ 猪瀬　修一 下妻市
はまぎく 今井　きみ 小美玉市
梅雨明け近し 遠藤　三千男 阿見町
冬の足音 太田　一子 神栖市
材木の切り出し 大場　洋子 常陸大宮市
ケンタの夏 郡司　久子 小美玉市
薄化粧 小林　光子 ひたちなか市
奥久慈 齋藤　實 大子町
高峰の朝焼 澤幡　和美 水戸市
天空瀑布 澤畠　臣 常陸太田市
せせらぎ 杉本　実代子 石岡市
薄　暮 鈴木　博一 日立市
終　宴 鈴木　幸子 下妻市
湖上の山霧 関　忠勝 ひたちなか市
夏木立 髙木　慶子 ひたちなか市
覚円峰 高橋　忠成 古河市
熊野古道 田所　嘉栄 常陸大宮市
御座替り祭 千勝　弘巳 下妻市

波 塚田　享一 下妻市
湖　畔 坪井　昭二 つくば市
母子島遊水地（筑西） 堂口　昭 龍ケ崎市
祭 鴇田　勝子 潮来市
流　れ 中嶌　照夫 龍ケ崎市
芳　香 中根　信子 常総市
罌　粟 中原　悦子 小美玉市
ムクゲ 中村　洋子 常総市
深　山 中山　茂 水戸市
風のつぶやき 平本　悦子 龍ケ崎市
千葉県養老渓谷粟又の滝 藤木　良規 つくば市
初　冬 前田　知代 ひたちなか市
秋　渓　 益子　昭 ひたちなか市
夜明前 森田　文子 土浦市
安楽浄土 山下　宏子 常総市
蓮 吉川　昭子 城里町

入賞者一覧
〈茨城県知事賞〉
マテーラを旅して 櫻井　惠美代 土浦市
コンポジション 中島　幸恵 つくば市
〈茨城県議会議長賞〉
Dream World 大吉　正子 水戸市
〈茨城県教育委員会教育長賞〉
卓上の静物 登内　芳子 笠間市
〈茨城県保健福祉部長賞〉
響 徳永　裕子 ひたちなか市
〈茨城県社会福祉事業団理事長賞〉
うたた寝 渡辺　光子 鹿嶋市
〈いばらき文化振興財団理事長賞〉
光のファンタジー 佐川　博子 つくば市
〈茨城県老人クラブ連合会長賞〉
モロッコの一隅 鄭　春子 水戸市
〈茨城県社会福祉協議会長賞〉
滝波轟轟 山形　雅昭 茨城町
〈佳　作〉
おすそわけ 大澤　留三 常陸大宮市
晩秋の蓮 木村　文子 常総市
菩薩像 清水　葊実 筑西市
学び舎の思い出 諏訪　汎子 龍ケ崎市
道（利根川へ） 田中　貴美子 取手市
山里に棲む 富山　峯秀 東海村
沈黙の時 豊島　和久 東海村
葵花向日 山崎　榮次 牛久市
〈特別賞〉
わさび田（安曇野） 横塚　浩一 茨城町

入選者一覧
いにしえ 相原　弘子 鹿嶋市
窓　辺 青木　乙子 水戸市
セメント工場 青沼　文昭 龍ケ崎市
戸　隠 赤野　誠之 石岡市
谷川岳の紅葉 秋葉　和子 つくばみらい市

日本画の部
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フィヨルドにて 秋山　深雪 守谷市
カタクリの里 浅井　宏祐 笠間市
千波公園の秋 阿部　智子 茨城町
筑波山 新井　美雄 取手市
渓　流 安斉　克一 東海村
再　来 飯田　則子 水戸市
木道の蓮 飯田　美佐子 取手市
錦秋の歴史館 井川　弘行 水戸市
秋に誘われ 池田　禮子 笠間市
奥久慈仲秋 石井　邦朋 大子町
マヨルカの水差し 石島　弘之 水戸市
古里の秋 市村　廣勝 下妻市

「ピース」という名の幸福 稲石　和子 水戸市
ぬいぐるみ 井上　博夫 阿見町
流木など 伊部　加代子 水戸市
春の公園 今井　たま 鹿嶋市
陰陽景秋見晴 今村　正美 牛久市
思い出のレストランにて 入澤　美穂 石岡市
幸せの果実 岩崎　則子 水戸市
蓼科大滝 浮田　八重子 日立市
少　女 臼井　満子 笠間市
幼き日の昼下がり 内田　悦子 水戸市
鬼怒川の秋 内山　和俊 龍ケ崎市
静　寂 内山　常夫 取手市
傘雲富士 漆原　傳 水戸市
神　気 榎本　喜代子 小美玉市
奥日光小田代ヶ原の朝 海老澤　澄 茨城町
水辺の風景 海老澤　静子 水戸市
ザ・ベンチ 海老澤　はつ江 石岡市
ハートのある庭園 大内　しげ子 東海村
里のおだがけ 大内　誠二 水戸市
白馬大出の吊橋 大内　忠夫 日立市
足　音 大内　義昭 ひたちなか市
望　郷 大久保　哲夫 水戸市
秋の落羽松 大久保　牧夫 水戸市
タイの思い出 大谷　恵子 桜川市
赤い花さく水辺 大槻　健 神栖市
山里の秋（群馬岩櫃山） 岡　紀江 龍ケ崎市
磯の香り 岡崎　好江 神栖市
ブナの大樹 尾形　武 ひたちなか市
水を運ぶ 岡野　紀子 土浦市
ミャンマーの少年 岡野　房子 笠間市
杜の巨木 小川　髙 鹿嶋市
大子七曲りの春 小澤　重夫 大子町
祭 織田　茂雄 利根町
避難小屋 小田倉　秀二 ひたちなか市
追憶十二橋 鬼澤　豊 潮来市
椿 小原　ミサヲ 土浦市
舞台うら出番待ち 垣内　トク つくば市
早池峰山 筧田　明子 阿見町
晩　秋 梶山　和子 取手市
林　檎 片柳　勝代 大子町
紅葉の塩原ダム 勝永　崇子 ひたちなか市
秋の日 金澤　節子 ひたちなか市
吽形像 金沢　光雄 大洗町
初夏の尾瀬 金子　紘美 取手市
廃屋にも桜が咲いて 鎌田　英彦 つくば市

春、待ちきれず 亀原　惠子 坂東市
大洗漁港 鴨志田　範夫 東海村
のれん 川上　武臣 那珂市
光　彩 川村　弘子 土浦市
暦　日 菊池　三郎 常陸大宮市
青いボトルの静物 岸本　美智絵 つくば市
帆引き船 木村　恵美子 鹿嶋市
新緑の白川郷 木村　勝男 東海村
ふきのとう 木村　徳男 坂東市
夕ぐれ 金　美佐 境町
木曽路 金原　節朗 水戸市
冬仕度 倉持　静代 坂東市
散歩道の春 倉持　正弘 坂東市
歴史館にて 倉持　義徳 ひたちなか市
夏の恵み 栗原　和夫 坂東市
櫨紅葉 栗原　仁一 坂東市
時　空 来栖　みちい 常総市
花 車田　かほる 那珂市
サグラダファミリア 黒澤　誠厚 ひたちなか市
休　息 黒羽　昭夫 水戸市
里の秋 桑野　勝男 東海村
スター 郡司　富枝 東海村
秋　波 小出　智惠子 小美玉市
平潟港 小薬　正一 水戸市
庭で西瓜わり 後藤　トヨ子 常総市
錦　秋 小沼　愛子 茨城町
漁　具 小林　敬子 那珂市
子ギツネがいっぱい 小林　チズ子 龍ケ崎市
睡蓮の咲くころ 小又　美恵子 笠間市
お誕生日 小松崎　勝子 取手市
道 近藤　恒夫 坂東市
アルプス山麓の村 齋藤　奎二 ひたちなか市
散歩道 榊　和子 取手市
悠久の宴 佐々木　百合子 龍ケ崎市
信　頼 佐々木　良彦 ひたちなか市
ふたりの遊園地 笹崎　せき子 ひたちなか市
自然の造形 佐藤　光保 東海村
青葉の頃 佐野　晴代 那珂市
壁画のパスティーシュ 椎名　惠子 水戸市
風土記の人 椎名　文雄 高萩市
海王丸が行く 塩家　久子 日立市
ばらとグラス 篠﨑　しつ子 筑西市
夏のなごりに 柴　量子 東海村
白いチェニック 柴　税良 常総市
思い出 清水　忠義 牛久市
思い出 清水　ヨシ子 つくば市
暮色北浦 須澤　長市 鉾田市
朝の光 鈴木　カツエ 大子町
山百合 鈴木　智子 那珂市
七ツ洞公園水飲場 鈴木　百子 ひたちなか市
昔日を偲ぶ−笠間城 鈴木　幸子 つくば市
かりんも朽ちて 須長　春代 境町
夜明けの時 諏訪　正子 坂東市
大地に育つ 関　一男 境町
モデルはＴさん 関口　悌吾 ひたちなか市
春待の里 髙瀬　三木雄 大子町
びんとふうせんかずら 高田　富美子 取手市
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人　形 髙野　明美 石岡市
おもかげ 髙橋　光江 つくば市
朽ちる 田口　敏子 筑西市
切　株 舘　成子 笠間市
奥久慈の冬 舘　よし子 常陸大宮市
公園の一隅 田中　久子 かすみがうら市
タンゴノワール 田中　秀穂 水戸市
追想天平 千葉　千惠子 かすみがうら市
古城のある風景（Ⅱ） 塚越　孫治 土浦市
筑波遠望 堤　利明 つくば市
路 寺門　則子 那珂市
小貝川の春 寺田　央代 取手市
初夏の想い 飛田　ひろ子 日立市
青の迷路 富依　壽枝 水戸市
摩周湖 豊島　正江 龍ケ崎市
サイロのある風景 豊田　順之 北茨城市
野辺をゆく 仲松　章 境町
北アルプスの春 中村　とき 神栖市
自然の森の初夏 中山　咲子 取手市
森　林 中山　波江 境町
潮　流 永山　よし 潮来市
まつりの景 成竹　秀夫 土浦市
織りの部屋 沼田　和子 常陸太田市
朝焼けの街 能登谷　すゑ子 つくば市
初冬の裏庭 野村　修 取手市
華麗な朝塩原 袴田　利國 日立市
早春の奥久慈 萩原　勝 水戸市
花の香り 朴己燮 守谷市
伊奈町「きらくやま駅」 橋本　正 龍ケ崎市
七ツ洞公園 蓮田　はるえ ひたちなか市
ロウテンブルク 長谷川　進 小美玉市
遠い思いでⅡ（スイス） 花田　益江 常陸太田市
孫 浜田　正子 行方市
幸せな時間 濱本　きみ子 石岡市
石岡のおまつり 樋口　国雄 土浦市
ふるさと 檜佐　弘子 笠間市
期節の訪れ 平野　百々代 笠間市
散策路・秋景 広瀬　貞雄 取手市
参道に咲く 深田　京子 鹿嶋市
エズ村 福士　哲夫 日立市

港の一隅 福地　毅 日立市
或る日 藤岡　きよ子 石岡市
恋瀬川より 藤ヶ崎　澄子 龍ケ崎市
Ｍ，嬢 藤田　昌 つくばみらい市
奥久慈大子 藤田　貞子 大子町
至福のとき（ハーロウィン） 藤田　敏子 水戸市
舞パートⅡ 藤田　登 水戸市
モデル嬢 古橋　靖子 日立市
白服の女人 古谷　とき 常総市
立　春 星川　昭 日立市
新　雪 堀江　好男 常陸大宮市
裸　婦 堀川　豊彦 東海村
谷川の流れ 堀川　睦子 ひたちなか市
京都二条城の桜 堀越　智惠子 常総市
奥久慈初秋 益子　登美子 大子町
はるのうた 増沢　実 取手市
キルナの夜 松前　孝幸 水戸市

３才のお祝 松村　玉江 常総市
二つの私 溝口　勝也 ひたちなか市
桜・若葉萌ゆ 溝口　博史 取手市
昇華（釈迦如来坐像） 皆川　憲弘 水戸市
マッターホルン 皆川　宮子 笠間市
筑波の秋 村上　由美子 笠間市
遺跡Ⅱ 屋代　榮二 水戸市
喪われた道 谷田部　さわ子 大子町
藤 谷津　玲子 水戸市
晩秋の径 野内　益代 常陸太田市
繋　船 梁田　昭 土浦市
想い出 山形　すみれ 取手市
心を結ぶストローと共に 山形　信嗣 ひたちなか市
古　船 山口　公平 かすみがうら市
スポットライト 山口　透 笠間市
私のコレクション 山崎　三鈴 常陸太田市
南　瓜 山田　成一 水戸市
湯布院の森 山津　真理子 日立市
白鳥城（ノイシュバンシュタイン城） 山本　暁子 ひたちなか市
砂沼湖畔の秋 吉井　淑威 下妻市
黎　明 吉澤　金次郎 那珂市
幻　想 吉澤　美代子 那珂市
日溜り 吉田　絹枝 ひたちなか市
籠 吉田　さつき 水戸市
窓辺の休息 吉田　チヱ子 東海村
巨　木 𠮷田　敬 境町
春の風 吉田　美代子 阿見町
花籠のある静物 渡辺　寔 ひたちなか市
納屋の休息 渡邉　豊 神栖市
緑水苑パートⅡ 綿貫　勇夫 取手市

入賞者一覧
〈茨城県知事賞〉
春を思う 金澤　繁則 筑西市
いきいき 高橋　克朋 鉾田市
〈茨城県議会議長賞〉
希　望 髙梨　隆 守谷市
〈茨城県教育委員会教育長賞〉
乙　女 黒田　髙司 つくば市
〈茨城県保健福祉部長賞〉
釣り人 永橋　強一 阿見町
〈特別賞〉
仰　ぐ 安藤　政藏 常陸太田市

入選者一覧
茨城のうめぇ鮟釣ったどー 今橋　智秀 日立市
刻 五来　十三江 常陸太田市
夢　想 鈴木　正夫 下妻市
桃太郎誕生 砂山　好弘 土浦市
信　節 長山　隆一 日立市
阿形・吽形 菜花　英夫 筑西市
ほくろ 三澤　宇紀子 日立市
想　う 宮内　宰 かすみがうら市
お見合い 村松　松男 阿見町

彫刻の部
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入賞者一覧
〈茨城県知事賞〉
斜線文五面花器 及川　功子 神栖市
逆巻く 原田　正己 ひたちなか市
〈茨城県議会議長賞〉
雪　椿 青木　照子 下妻市
〈茨城県教育委員会教育長賞〉
時　明 佐々木　冨美子 水戸市
〈茨城県保健福祉部長賞〉
自然釉「泰然自若」 吉澤　鬼子光 那珂市
〈茨城県社会福祉事業団理事長賞〉
朝の顔 山口　玲子 取手市
〈いばらき文化振興財団理事長賞〉
いぶき 牧野　玲子 土浦市
〈茨城県老人クラブ連合会長賞〉
織姫さまの首飾り 雨海　利行 水戸市
〈茨城県社会福祉協議会長賞〉
fantasy 川原田　幹夫 阿見町
〈佳　作〉

子供たちへの贈り物（誕生月の花木） 大道　学 つくばみらい市
リズミカルに 鈴木　準一 ひたちなか市
鶏　頭 宮田　満里子 水戸市
釉泥彩大皿「月光」 山田　豊 取手市
獅子人形 山本　昇 鹿嶋市
〈特別賞〉
縄目紋様花器 八文字　ちよの 水戸市

入選者一覧
トランプ 相川　敏範 土浦市
流 青木　明治 下妻市
竹の花器 青木　健二 鹿嶋市
甍の波 圷　道和 水戸市
華　宴 荒蒔　光枝 ひたちなか市
壁掛け鏡 飯泉　ミツ つくば市
野焼の土器 飯塚　忠男 土浦市
傘立て 生雲　恭子 阿見町
妖　精 池本　幸子 下妻市
十二支押絵屏風飾り 石上　穹 小美玉市
旅の想い出 石川　金太郎 守谷市
竹文象嵌六角花入 石川　誠一 東海村
ふくろう 市村　和子 つくば市
瑛 伊東　矩子 取手市
柿釉三彩流描皿 伊東　幸男 取手市
牡丹絵付盛り皿 稲江　展宏 つくば市
獅子頭 稲葉　久 土浦市
晩秋を生ける 稲葉　光江 つくば市
愛　娘 井上　徳子 つくば市
大　笑 井野場　和郎 行方市
縄文土器風鉢カバー 宇野　正子 土浦市
二重壺 海老根　貢 水戸市
夢・心地 大内　文子 常陸大宮市
艶消横線紋様鉢 大久保　等 鹿嶋市
幹 大島　昇 下妻市
春のおとずれ 太田　美智保 取手市
豪雪に耐えて 大山　日出子 水戸市

ゆりの花 小川　悦子 鹿嶋市
イヤリング花器 乙津　正昌 鹿嶋市
集うのはいつ 小野　牧子 ひたちなか市
紅いにそまる 小野　正子 北茨城市
穂高冠雪 小野崎　幸子 水戸市
炭化焼締象嵌壷 片根　力三郎 常陸太田市
パパとお散歩 加藤　恵美子 ひたちなか市
希　望 加藤　光生 ひたちなか市
雪　華 金澤　惠美子 ひたちなか市
スタイル自慢 金丸　盛文 守谷市
向日葵文様花器 菅野　洋子 ひたちなか市
春の山 木内　幸子 神栖市
茶そば釉線彫壷 菊田　圭二 土浦市
平潟港 菊池　千枝子 常陸大宮市
花　器 菊池　洋子 土浦市
仲良し（人形） 岸本　弘子 土浦市
悠久の森 弓野　愛子 水戸市
仁王像 来栖　隆一 かすみがうら市
お園と亀遊 小林　一光 龍ケ崎市
白馬三山 小林　とし子 つくば市
奥入瀬渓流 小林　弘子 つくば市
焼き締め変りつぼ 齊藤　勇 境町
土　瓶 斎藤　茂 土浦市
鉄赤釉花器 齊藤　光子 境町
籠　紋 酒入　三世子 取手市
里の春 坂本　カヨ子 取手市
兜 桜井　栄 ひたちなか市
森のおさんぽ 櫻井　保子 阿見町
春一番 佐藤　幸子 水戸市
二十才の想い 佐藤　フミ 下妻市
練込壺 澤田　由男 常陸太田市
神田川沿い 柴﨑　文子 阿見町
想い出 柴山　靖子 東海村

「せみしぐれ」 下田　徳行 ひたちなか市
ロウ抜き皿 白堀　悦功 神栖市
陽刻花器 菅谷　和子 神栖市
花　器 菅谷　美佐子 鹿嶋市
花　器 杉沢　濶 鹿嶋市
花　器 鈴木　栄子 鹿嶋市
野焼き 鈴木　勝江 下妻市
幾何紋様壷 鈴木　髙茂 鹿嶋市
大輪の花 鈴木　泰子 北茨城市
秋の西山 須藤　淑子 水戸市
花　器 関沢　ヒサエ 鹿嶋市
獅子頭 関根　ひで子 土浦市
錦　秋 染谷　愛子 つくば市
獅子頭 田上　文貞 土浦市
あけぼの 田澤　邦男 水戸市
アメリカン楽焼き編みかご 玉野　美智子 つくば市
獅子頭 為我井　英子 土浦市
ハートハッピードック 筑後　弘夫 ひたちなか市
舞　妓 塚原　雅子 下妻市
花　瓶 出島　康子 鹿嶋市
吐竜の滝 所　光江 水戸市
花活け 戸高　武敏 取手市
庭園の雪化粧 直井　琴 つくばみらい市
山里の茶室 仲川　栄子 阿見町
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織部釉置き灯籠 中川　浩 土浦市
森の中の結婚式 中澤　しげ 阿見町
茶そば釉六角花器 中澤　壯吉 土浦市
虹 中田　禮子 阿見町
あかり（竹） 長塚　清 つくばみらい市
ひょうたん 長野　昭一 鹿嶋市
日々の積み重ね 中村　洋三 水戸市
華の舞 西村　百合子 鹿嶋市

「初冬の袋田の滝」木象嵌 根本　潔 つくばみらい市
豪雪地帯で生まれの稲 根本　延子 水戸市
鴨の親子 野口　絹江 阿見町
ぬくもり 橋本　尚子 守谷市
手捻り土器「古代ロマン」 長谷川　清 取手市
青白磁鎬文壷 早川　都子 神栖市
千波湖 林　怜子 水戸市
花　器 針替　三栄 坂東市
連山図花器 平野　悦子 ひたちなか市
ひょうたん 福井　かよ子 筑西市
長い間外に立っていました。 福田　みよ子 坂東市
回転渦模様首なし壺 福谷　恒幸 龍ケ崎市
森の木陰でドンジャラホイ 福谷　亮子 龍ケ崎市
鎬文花瓶 藤田　明広 神栖市
カトレア 藤波　恵子 ひたちなか市
頬杖をつく婦人 藤原　敏子 阿見町
山帰来 古澤　せつ 下妻市
手びねり花器 保科　衛 水戸市
練り上げ浪漫 星野　功 小美玉市
青白磁釉稜面花器 細谷　隆 取手市
雪しぐれ 堀江　栄子 つくば市
山河を想ふ 増子　旭 水戸市
ことじ灯籠 益子　威男 水戸市
雪どけ 松﨑　すゑ 潮来市
奪衣婆 松本　幸一 龍ケ崎市
牧場の風景 松本　孝子 日立市
兄弟愛大皿 水野　文雄 取手市
般　若 三石　周 小美玉市
もうすぐ巣立ち 峯岸　鞆子 城里町
戌年犬のひなまつり 三宅　和枝 水戸市
おてまえ 村上　則子 阿見町
花　器 保田　元稔 鹿嶋市
花　器 谷田川　千栄子 鹿嶋市
雷　鳥 山口　明 水戸市
権九郎獅子頭（７吋） 山本　和喜 土浦市
古の香 山本　繁 東海村
筑波山なごり雪 𠮷澤　清美 つくば市
昇　風 吉澤　重子 牛久市
凛として 渡辺　うた子 下妻市
清水寺の大杉（那珂市） 渡邊　妥夫 ひたちなか市

入賞者一覧
〈茨城県知事賞〉
暑旱苦熱 大高　雪山 ひたちなか市
山園小梅 大森　茜愁 水戸市
〈茨城県議会議長賞〉
温庭筠詩 中根　武子 日立市

〈茨城県教育委員会教育長賞〉
偶　成 篠原　和子 那珂市
〈茨城県保健福祉部長賞〉
王維詩 程山　富美子 下妻市
〈茨城県社会福祉事業団理事長賞〉
和歌　白雪の・・・ 藤沼　弓子 常総市
〈いばらき文化振興財団理事長賞〉
酒天之美禄 谷口　成史 潮来市
〈茨城県老人クラブ連合会長賞〉
拈華微笑 今井　マサ子 東海村
〈茨城県社会福祉協議会長賞〉
重　久 田中　淳 かすみがうら市
〈佳　作〉
王之渙詩　登鸛鵲楼 尾﨑　晴夫 龍ケ崎市
李白詩 千勝　東揮 下妻市
月を見て心うかれしいにしえの 根岸　とみ子 常総市
〈特別賞〉
贈李鐔 勝山　丈夫 那珂市

入選者一覧
唐詩早春遊望 阿内　桂石 笠間市
高青邱詩 青木　礼子 水戸市
踊 阿部　喜久男 つくば市
千字文 飯倉　初枝 常総市
和歌　おほぞらは 飯泉　洋子 常総市
鳥の鳴く澗 飯村　一枝 常総市
虚心坦懐 石神　俊男 行方市
晩渡咸陽 石倉　彩苑 下妻市
顔真卿臨・争坐位文稿 磯山　照子 下妻市
高青邱詩 岩﨑　道華 水戸市
昨夜風開く露井の桃 浦田　淑江 桜川市
七言二句 江野　仁基 取手市
江　村 榎本　芙美子 取手市
乃木希共の詩　七言二句 海老原　節子 守谷市
猶標坐隠之名 大沢　久子 桜川市
楷書　造像記風 大澤　嘉子 下妻市
委懐在琴書 大曽根　紀雄 水戸市
福星開寿城 太田　郁也 桜川市
芳艸碧深春雨後・・・ 大山　正文 下妻市
七言絶句（春思） 岡野　よし江 取手市
和漢朗詠 小倉　ちか 常総市
杜甫絶句 風見　閑子 守谷市
百龍圖 加地　寛 龍ケ崎市
極 片岡　美津代 常総市
七言絶句　四句 加藤　和夫 取手市
唐　詩 川原　申子 常総市
桂林荘雑詠 木村　林之助 取手市
七言二句 久保田　しづ 取手市
清　詩 小林　秀男 下妻市
以呂波うた 小林　文華 水戸市
思無邪　経詩 小林　ヨシ子 守谷市
李白の詩 齊藤　喜一 つくば市
安善養徳性 西丸　周次郎 高萩市
是夜雨 坂入　秀 常総市
高青邱詩 佐藤　秋子 水戸市
徳川家康公遺訓 佐藤　重晴 守谷市
五言絶句 三條　經助 取手市
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〈茨城県社会福祉協議会長賞〉
まつりの日 杉山　鈴子 石岡市
〈佳　作〉
山里に生きる 市毛　昇 水戸市
追憶の秋 高畠　秀二 那珂市
地下道 額賀　好光 石岡市
春　景 松本　康子 日立市
春日和 渡辺　一雄 境町
〈特別賞〉
戌 武藤　正夫 那珂市

入選者一覧
晴好雨奇 会沢　勝男 常陸太田市
母　子 赤羽根　克己 日立市
水の彩 赤間　勝見 潮来市
舞　姫 秋山　久美子 日立市
大足石刻 秋山　照夫 日立市
親子絆の参詣 阿久津　善正 那珂市
100万ドルの微笑み 浅野　健治 ひたちなか市
明日への飛躍 有木　弘信 潮来市
荒天の兆し 飯田　正弘 常陸太田市
飛　沫 井沢　隆 水戸市
帰り道 石川　勇 常陸太田市
日陰の談笑 石川　誠 常陸太田市
慈母ケイタイ 石川　美恵子 常陸太田市
陽射し 石原　民雄 ひたちなか市
水府街道の秋 一条　清市 高萩市
冬の便り 伊東　盛雄 那珂市
一休み 伊藤　俊之 ひたちなか市
落　葉 伊東　久子 那珂市
考える 今泉　純子 潮来市
アルプス　シンフォニー 今泉　幸雄 潮来市
みんな～ファイト！ 岩﨑　加代 日立市
古都の麗線 薄井　いつ子 笠間市
厳寒の調教 薄井　實 常陸太田市
物思い 宇田川　進 ひたちなか市
希　望 海野　武夫 水戸市
夏の夜空を彩る 梅澤　隆 常総市
武道の親子 大内　博之 茨城町
親子の休日 大内　松男 東海村
何処へ 大武　美佐子 茨城町
山里の彩 大沼　正昭 東海村
老いてもまだまだ 大野　剛 行方市
風紋の朝 大櫃　憲三 ひたちなか市
モンマルトルの画商 大堀　利之 東海村
仲　間 大村　英昭 ひたちなか市
愛しのポニー 大森　正義 常陸大宮市
未来を見つめて 小形　佳昭 水戸市
修　行 奥村　清 日立市
晩秋の里山 尾﨑　和子 潮来市
霊場の秋 小澤　巸邦 水戸市
冬　日 小野　惠子 北茨城市
悦びの夏 笠原　武士 東海村
稔りの秋 加藤　紀美子 水戸市
厳冬の朝 加藤　昭衛 那珂市
なごみ 加藤　芳子 水戸市
ひとやすみ 嘉成　勉 日立市

高適の詩　七言二句 須賀　奉子 守谷市
史晨碑（臨） 鈴木　早苗 笠間市
唐　詩 鈴木　典子 常総市
後漢禮器碑臨書 諏訪　綱雄 水戸市
和歌一首 髙野　たか子 常総市
ゆうぜんとして山を見る蛙かな一茶の句 高橋　宏子 守谷市
渉世百年眞逆旅忘 坪井　悦子 桜川市
戲　言 坪井　和彰 常総市
茶禅一味 長洲　妙子 つくば市
五言絶句 仲田　数喜 取手市
和　歌 長塚　明子 取手市
七言二句 永野　茂子 取手市
空山不見人但聞人語響・・・ 仁平　夏子 桜川市

（宋）蘇軾の詩 野中　秀子 水戸市
和敬清寂 野中　禮子 阿見町
米芾蜀素帖より詩三篇 野村　貞子 下妻市
歐陽脩の詩豊楽亭遊春 間　允子 守谷市
高啓の句 羽富　公之 守谷市
唐　詩 坂東　法子 常総市
酒酒落落・黎明即起 平本　実 龍ケ崎市
禅 深澤　寛 高萩市
白髪三千丈 古谷　貞雄 常総市
謹言行正威儀 堀越　稔 常総市
七言二句 真船　幸雄 取手市
長寿之詩　幡谷祐一の詩 森田　育惠 守谷市
涇　縣 矢神　みち子 下妻市
魂 矢吹　伸行 高萩市
蘭亭序 山田　喜江子 つくば市
漢　詩 山野井　美代子 常総市
唐　詩 横島　千代子 常総市
汪時元の詩　九日舟中 横島　正子 下妻市
唐　詩 横関　くに 常総市
竹馬の友 𠮷田　敏雄 守谷市
蘇軾詩「春夜」 吉田　実 守谷市
笛を聞く 吉原　后位 常総市
唐白居易詩句 和田　文雄 取手市
松樹千年の翠 渡邊　節子 守谷市
心　畫 和知　裕善 つくば市

入賞者一覧
〈茨城県知事賞〉
ふたりの時間 佐藤　武美 高萩市
大地と共に 座間　秀夫 ひたちなか市
〈茨城県議会議長賞〉
朝　霧 野上　次男 常陸太田市
〈茨城県教育委員会教育長賞〉
迷惑なお手伝い 小室　博彦 常陸太田市
〈茨城県保健福祉部長賞〉
うあーすごい 鴨志田　弘道 ひたちなか市
〈茨城県社会福祉事業団理事長賞〉
ともだち 鴨志田　美代子 ひたちなか市
〈いばらき文化振興財団理事長賞〉
静かなる時 小石川　力雄 水戸市
〈茨城県老人クラブ連合会長賞〉
絆 髙阿田　正男 水戸市
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大好物 鴨志田　力夫 常陸大宮市
釣　人 川又　関司 笠間市
とれた！！ 川又　建次 ひたちなか市
春　景 川又　節子 那珂市

「ここだよ～」 河本　良一 鹿嶋市
成長の証 岸　和正 水戸市
遭　遇 木津谷　公 日立市
陽光射す 国分　宣行 高萩市
光　恵 国分　陽子 高萩市
想　念 小澤　浩 水戸市
もっと散って！ 後藤　隆雄 ひたちなか市
朝 小林　一夫 水戸市
秋の彩り 小林　正和 小美玉市
恋瀬川源流 小林　優 石岡市
受け継ぐ念い 小室　悦子 水戸市
紫香の誘い 古茂田　厚 水戸市
がんばって 古森　喜惠子 行方市
小晴日和 古森　貞邦 行方市
雨中の家族 佐伯　正克 ひたちなか市
晩　秋 桜井　浩 小美玉市
雪の朝 佐々木　明 石岡市
去りゆく時代 佐々木　佑 水戸市
時の流れ 佐々木　敏勝 日立市
シャッターチャンス 佐藤　晃 日立市
雲上に待つ 佐藤　輝夫 常陸太田市
冬の道 佐藤　秀樹 ひたちなか市
緊　張 椎名　三男 ひたちなか市
風雪のレガシー 柴田　敏文 日立市
秋の嶺 杉田　辰雄 ひたちなか市
仲見世 杉山　国雄 石岡市
水　鏡 鈴木　俊 ひたちなか市
下町を走る 鈴木　康行 日立市
挑む！いきいきアスリート 須田　政雄 日立市
岸辺に憩う 清野　和之 日立市
雛の川下り 関　和雄 潮来市
よさこい踊り 関　美津子 潮来市
海鳥集う浜辺 髙岡　武 日立市
初夏の詩 高杉　則子 東海村
春の暁 髙橋　靜江 石岡市
さあ　おやつよ！ 高橋　信之 ひたちなか市
平和への願い 髙橋　昌也 那珂市
秋日和 高橋　實 水戸市
花筏の流れ 滝田　茂 石岡市
神輿と生きる 竹内　治 水戸市
ダブル赤富士 立木　寛 石岡市
帰り道 塚原　嘉浩 高萩市
朝焼け・船上にて 塚本　勝美 水戸市
競　演 塚本　かよ 水戸市
憩いの一時 土子　孝三 潮来市
水面に映える 土子　信一 潮来市
怪おんの響き 鶴田　敏明 日立市
初秋の高原 鶴見　誠子 坂東市
水彩の未草 東海林　正作 高萩市
雛まつり 冨岡　剛 ひたちなか市
未知の世界へ 中川　武 笠間市
遊　ぶ 永作　善巳 行方市
哀　愁 中根　節男 鉾田市

祈願指導中 中山　元春 下妻市
イケメン 滑川　泰代 日立市
青春シグナル 成島　幸吉 茨城町
頑張ってるよ～！！ 西山　照雄 小美玉市
陽だまりに待つ 額賀　力 日立市
祈　り 根本　豊 日立市
春光の恵み 野口　敏也 水戸市
小さな主張 萩谷　和子 日立市
家　族 長谷川　博 水戸市
一休み 畠山　正 水戸市
大きなミラー「my sky mirror」 浜野　浩 水戸市
青天に映える 林　和伸 ひたちなか市
燃ゆる冨士 坂内　次男 潮来市
夕映え 平澤　徳孝 常陸太田市
神輿禊 廣瀬　泰和 日立市
語らい 藤岡　正見 潮来市
スイスの旅 古谷　韶夫 ひたちなか市
荒　波 穂積　美夜子 日立市
花大好き家族 堀越　正吾 水戸市
春爛漫 巻島　成好 日立市
盛　秋 町田　吉弘 笠間市
願いを込めて 松井　英子 筑西市
腕白甘えん坊 三森　清保 日立市
散歩道 宮下　尊臣 ひたちなか市
時をかける少年 三代　安男 日立市
寒中無我の禊 村岡　春男 鹿嶋市
夏の想い 米良　庄市 水戸市
第九を歌い終えて 茂呂　順子 水戸市
いらっしゃい 門馬　亨 日立市
小さな秋見っけた 山浦　喜美子 笠間市
老後のお楽しみ 山形　薫 日立市
遠い記憶 山田　和夫 つくば市
斜陽の湖 山谷　忠男 潮来市
無人駅 湯浅　清二郎 ひたちなか市
安　堵 渡邊　二男 東海村
春日和 渡邊　よしえ 東海村
祈　り 渡辺　義雄 日立市

〈日本画〉
水辺の冬 大内　祝子 那珂市
静　慮 中野　範子 石岡市
〈洋　画〉
冬景色 菊池　喜枝子 大子町
なかよし 羽田　淳子 水戸市
〈彫　刻〉
佇んで 井坂　咲子 那珂市
〈工　芸〉
糸抜き江戸小紋輪花大鉢 福島　次男 取手市
〈写　真〉
遠き日を想う 室井　孝 日立市
ファミリー 太田　均志 ひたちなか市

第21回茨城県健康福祉祭　いばらきねんりん文化祭
わくわく美術展　茨城県知事賞受賞者特別出展
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日
本
画
の
部

洋
画
の
部

彫
刻
の
部

工
芸
の
部

書
の
部

写
真
の
部

石村　雅幸

樫村　良江

槙野　仁一

小林　政美

冨岡　秀碩

島　　利宣

山田　　滋

山中　宣明

渡邊　信雄

綿引　慈翠

安　　博久

審査員特別出展

審査員特別出展

審査員特別出展

審査員特別出展

審査員特別出展

審査員特別出展

審査員特別出展

審査員特別出展

審査員特別出展

審査員特別出展

審査員特別出展

「刻」

「初夏の頃」

「慈　祥」

「波の音」

「劉長卿詩」

「黒部源流」

「婦　人」

「An anonym」

「飛　天」

「惜　陰」

「冬の朝」

茨城県美術展覧会委員

茨城県美術展覧会会員

茨城県美術展覧会委員

茨城県美術展覧会委員

茨城県美術展覧会会員

茨城県美術展覧会委員

茨城県美術展覧会委員

茨城県美術展覧会委員

茨城県美術展覧会副会長

茨城県美術展覧会会員

茨城県美術展覧会委員

第22回茨城県健康福祉祭・いばらきねんりん文化祭
わくわく美術展　審査員役職名・出展作品題名
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作品集
社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

茨城県議会・茨城県教育委員会・社会福祉法人 茨城県社会福祉事業団
公益財団法人 いばらき文化振興財団・公益財団法人 茨城県老人クラブ連合会

後　　　援

茨城県・社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

主　　　催

会場案内図

本　　館

・日本画
・洋　画
・写　真
・　書

２階

・彫　刻
・工　芸
・児童画
　コンクール

１階

レストラン
大
ホ
ー
ル

小
ホ
ー
ル

分
　
　館

茨城わくわくセンター
〒310-8586 水戸市千波町1918 茨城県総合福祉会館３階

TEL029-243-8989・FAX029-244-4652
http://www.ibaraki-welfare.or.jp

日本画 洋画 彫刻 工芸 書 写真

第22回 茨城県健康福祉祭
いばらきねんりん文化祭

わくわく
美術展

第22回 茨城県健康福祉祭
いばらきねんりん文化祭

わくわく
美術展

茨城県立県民文化センター  美術展示室及び分館
午前9時30分～午後4時

平成30年
2月17日㈯〜2月23日㈮

（最終日は正午まで）

シニア世代の美術展


