
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

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

第26回 茨城県健康福祉祭

いばらきねんりん文化祭

作品集

わくわく
美術展
シニア世代の美術

展

わくわく
美術展
シニア世代の美術展

水戸市千波町東久保697 TEL.029-241-1166
ザ・ヒロサワ・シティ会館 美術展示室

午前9時30分～午後4時（最終日は正午まで）

令和4年2月26日土～3月3日木

第
26
回 

茨
城
県
健
康
福
祉
祭

い
ば
ら
き
ね
ん
り
ん
文
化
祭

日本画

洋画

工芸

写真

書

彫刻



茨城県知事賞
「霧晴れて」　國友　正善　結城市

茨城県議会議長賞
「窓　辺」　林　加代子　土浦市

茨城県知事賞
「春　宵」　荻沼　まさ子　小美玉市

茨城県教育委員会教育長賞
「群生のタンチョウ鶴」　湯田　善八　北茨城市

※同賞は五十音順で掲載

日本画の部日本画の部　入賞作品　入賞作品
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茨城県社会福祉事業団理事長賞
「樹叢の精」　佐々木　研二　ひたちなか市

茨城県老人クラブ連合会長賞
「行く秋」　宇都宮　芳子　潮来市

茨城県保健福祉部福祉担当部長賞
「華華しく」　伊野　晴子　小美玉市

茨城県社会福祉協議会長賞
「燃えよ秋」　和田　明美　城里町

いばらき文化振興財団理事長賞
「クレマチス」　遠藤　三千男　阿見町
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佳　作
「雪の里」　阿部　政雄　鹿嶋市

佳　作
「トランペットの舞」　大内　祝子　那珂市

特別賞
「清渓湧霧」　窪田　光子　東海村

　県知事賞の國友正善さん「霧晴れて」は、繊細な色遣いが魅力的であり、技術的な高さを感じました。同
じく県知事賞の荻沼まさ子さん「春宵」は、深い墨の濃淡と繊細な筆遣いにより、趣のある風景を表現され
ていました。県議会議長賞の林加代子さん「窓辺」は構図や構成力に安定感があり優れていました。県教育
委員会教育長賞の湯田善八さん「群生のタンチョウ鶴」は、白黒のコントラストが鮮烈で魅力的な作品です。
　ここでは書ききれませんが、その他の受賞作品は全体の出品作と比較して描写力が高いのはもとより、絵
画としての構成力に優れている作品が選ばれました。惜しくも受賞されなかった作品にも秀作が多くあり、
さらなる挑戦を期待するところです。

　新型コロナの影響により、出品数の減少が心配されましたが、一昨年度より出品数が増えて
おり、また内容的にも大変充実した作品が多くあり、審査も高いレベルで熟慮し、厳正におこ
なわれました。

総 評
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茨城県知事賞
「希望Ⅲ」　田村　洋子　坂東市

茨城県議会議長賞
「生　命」　後藤　幸子　常陸太田市

茨城県知事賞
「熟成を待つ」　鄭　春子　水戸市

茨城県教育委員会教育長賞
「卓上の靜物」　登内　芳子　笠間市

※同賞は五十音順で掲載

洋画の部洋画の部　入賞作品　入賞作品
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茨城県社会福祉事業団理事長賞
「日向の一隅」　山口　百合子　常総市

茨城県老人クラブ連合会長賞
「私的スペース」　川隅　弘子　水戸市

茨城県保健福祉部福祉担当部長賞
「曼荼羅」　仲松　章　境町

茨城県社会福祉協議会長賞
「アサザが終って残念」　鎌田　英彦　つくば市

いばらき文化振興財団理事長賞
「冒険の夏」　大嶋　静　古河市
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佳　作
「菜の花のさく頃」　海老澤　静子　水戸市

佳　作
「異国の人（月光）」
川田　英子　下妻市

佳　作
「先島諸島の美ら海」　小林　憲幸　那珂市

佳　作
「べエネチア好日」新井　美雄　取手市

佳　作
「雨上がりのひととき」　長内　瑠璃子　東海村
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総 評

溌溂とした個性豊かな作品を観させていただきました。
　知事賞の「熟成を待つ」は壺と漬物野菜が絶妙に配置され、デッサンも確りと落ち着いた色面構成で好感
の持てる作品となりました。
　同じく知事賞「希望Ⅲ」もひまわりの乗る白いテーブルを画面中央まで上げ、布の襞をソフトに描き又、
背面左に深く青い宇宙空間を連想させる神秘的な世界を造り上げました。
　茨城県福祉担当部長賞「曼荼羅」は今年も収束を見ないコロナ禍社会を諷刺した作品で、閉塞感の強い色
調になりがちですが、明るく柔らかな色調で曼荼羅の世界を見事に表現しました。
　年々、作品も向上しており次年度も期待してやみません。

　第26回展の出品数は155点で前回展より32点少ない点数となりました。
　しかし乍ら今回は全体的に優劣付けがたい優れた作品が多数出品されております。
　シニア世代の心満ちた人間の情感溢れた写実・具象表現がなされ、小作品であっても新鮮で

佳　作
「初秋の部屋（水彩）」
五来　十三江　常陸太田市

特別賞
「秋闌の赤城山」　鈴木　百子　ひたちなか市

佳　作
「マテーラを旅して」　櫻井　惠美代　土浦市
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茨城県知事賞
「青　年」　関根　幸雄　常陸太田市

茨城県議会議長賞
「若い人」　髙根　敬子　水戸市

茨城県教育委員会教育長賞
「菜っちゃん」　鈴木　義次　常陸太田市

茨城県保健福祉部福祉担当部長賞
「M　子」　上久保　秀世　常陸太田市

※同賞は五十音順で掲載

彫刻の部彫刻の部　入賞作品　入賞作品
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総 評

で個性があり、優劣付け難しの思いでした。その中でも、より明確な表現意図をもって創られ、独創性に優
れた作品を賞の対象といたしました。
　知事賞の関根幸雄さんの作品「青年」は、陶土を高温で焼き締めた陶彫で青年の凛々しい顔をしっかりと
構成しており、材質の温もりが作品の雰囲気を高めていると思います。髙根敬子さんの作品は、若い女性の
胸像を個性豊かに表現しており、永い経験と練達した技術に裏付けされていると思います。
　これ等の作品は物作りを続ける人の規範の一つになるとも言えるでしょう。

　応募された作品は、全て具象表現のものでしたが、材質は塑造や陶彫、木彫があり、それぞ
れの材質に手慣れた、経験の豊富さが窺えました。彫刻が本当に好きで旺盛な向上心をもって
制作を続けている姿が作品に表れていると思います。それだけに、ハイレベルの出来栄え揃い

茨城県社会福祉事業団
理事長賞

「差別なき平和界に捧ぐ」
間宮　稀望　常陸大宮市

特別賞
「さすらう俳人」
村松　松男　阿見町

いばらき文化振興財団
理事長賞
「ホトトギス」
長山　隆一　日立市
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茨城県知事賞
「夢みるランプ」　伊藤　宣子　阿見町

茨城県議会議長賞
「湧水の如し」　坂谷内　悟　取手市

茨城県知事賞
「白亜の花器」　細谷　隆　取手市

茨城県教育委員会教育長賞
「思いのままに」　小川　ひさ子　東海村

※同賞は五十音順で掲載

工芸の部工芸の部　入賞作品　入賞作品

1111



茨城県社会福祉事業団理事長賞
「渦　潮」　関　せつ子　ひたちなか市

茨城県老人クラブ連合会長賞
「線刻象嵌面取花器」　中澤　壯𠮷　土浦市

茨城県保健福祉部福祉担当部長賞
「紫峰のメロディー」　鈴木　準一　ひたちなか市

茨城県社会福祉協議会長賞
「萌　芽」　平野　悦子　ひたちなか市

いばらき文化振興財団理事長賞
「裂流線文壷」　矢口　金二　阿見町
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総 評

佳　作
「コミュニケーション」

大道　万亀江　つくばみらい市

佳　作
「木彫獅子頭４寸」
砂山　好弘　土浦市

特別賞
「ふれあいセンター夏盛り」
佐川　正澄　ひたちなか市

佳　作
「花　台」

漆原　傳　水戸市

　小品でも秀作が心引かれた中で、賞候補15点を選び鑑査は公平に討論いたしました結果、県知事賞の細
谷隆さん作「白亜の花器」は白を基調とし彩色よく立体的で雄大さもありオブジェといった感がある作品です。
　同賞の伊藤宣子さんの作品「夢みるランプ」は鱗状の屋根のお家で花いっぱいの中、何を夢みているのか
メルヘンあふれる楽しくなる作品です。
　今後も今展出品作のような個性的で情熱が溢れる作品が出品されることに期待します。　

　応募作品は78点でした。
　コロナ禍の中でもあり搬入数は減少いたしました。
　陶芸出品が多く、素材は木工、切り絵、染、織、ちぎり絵と多様ありました。
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茨城県知事賞
「西津夜泊」

小島　香風（優子）
下妻市

茨城県議会議長賞
「近業二種」

野上　芳泉　那珂市

茨城県知事賞
「写　経」

中山　敏陽（敏江）　結城市

茨城県教育委員会
教育長賞
「秋　日」

若本　梨風（忠左衛門）　下妻市

※同賞は五十音順で掲載

書の部書の部　入賞作品　入賞作品
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茨城県社会福祉事業団理事長賞
「忍ぶれと」

植木　きくの　龍ケ崎市

茨城県老人クラブ
連合会長賞
「廣瀬旭荘詩二首」
石川　寿　水戸市

茨城県保健福祉部
福祉担当部長賞

「七言二句」
大久保　清　下妻市

茨城県社会福祉協議会長賞
「静　寂」

石　正治　高萩市

いばらき文化振興財団
理事長賞
「和風喜氣相隨」
増田　智風　古河市

15



総 評

佳　作
「筑波根」

堀田　松子　龍ケ崎市

佳　作
「和漢朗詠集　作者　橘真幹」

佐藤　重晴　守谷市

特別賞
「千字文」　阿内　桂石（輝夫）　笠間市

直に表現されていて圧巻でした。同じく県知事賞の中山敏陽さんは、正確に写経を書かれ安定した作品でし
た。県議会議長賞の野上芳泉さんも伸びやかさがあり無理なく自然体で丁寧に書けていました。他の入賞作
品も気迫がこもっており堂々としていました。
　フランシス・ベーコンのことばで、「若い時は１日は短く１年は長い、年を取ると１年は短く１日は長い」
とありますが、毎日惰性で過ごすのではなく生き甲斐をもって生活することが必要だと思います。
　コロナ禍で十分な書き込みが出来なかった方もいると思いますが、落ち着いて書道が学べる環境、人々が
共に手を携えて生きられる世の中になってほしいと願っております。

　今年は新型コロナウイルス感染者が、今まで経験したことがない速さで急増している中、最
善の注意を払い審査に臨みました。
　前回より出品点数が減少しましたが、県知事賞の小島香風さんの作品は線に強弱があり、素
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茨城県知事賞
「クライマックス」
林　昭　小美玉市

茨城県議会議長賞
「昭和ものがたり」
山田　和夫　つくば市

茨城県知事賞
「霧の香」

佐藤　武美　高萩市

茨城県教育委員会教育長賞
「背中のもみじ」

斉藤　キヨ子　かすみがうら市

※同賞は五十音順で掲載

写真の部写真の部　入賞作品　入賞作品
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茨城県社会福祉事業団理事長賞
「花の首飾り」　藤井　美代志　かすみがうら市

茨城県老人クラブ連合会長賞
「花の宴」　黒澤　芳枝　東海村

茨城県保健福祉部福祉担当部長賞
「これなに？」　浅野　恵美子　かすみがうら市

茨城県社会福祉協議会長賞
「晩秋のひととき」　薄井　いつ子　笠間市

いばらき文化振興財団理事長賞
「祭りを観る」　佐藤　秀樹　ひたちなか市

18
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佳　作
「風をはらんで」

鈴木　けい子　常陸太田市

特別賞
「雪国の春」　川又　節子　那珂市

佳　作
「絆」　村山　進　高萩市

佳　作
「時」

浅野　式頼　かすみがうら市

佳　作
「よりそう」
小堀　博　水戸市

に審査を行いました。
　特に審査で留意した点は、作者の意図が作品に確り反映されているかを重要と考え審査させて頂きました。
　審査を行っているなかで気付いた事ですが、素晴らしい作品なのですが残念な事に作品表面が凸凹の為、
作品の見栄え・印象が弱くなりますので、作品裏面にバックシートを貼る対策が必要です。
　自宅等でのプリンターによる自家プリントされた応募作品の中で、色（カラー）の表現を余りにも強調さ
れて、現実からかけ離れた色となり違和感を感じてしまう作品が一部見受けられ残念です。
　後期高齢社会での写真創作活動を推し進める事は、体力及び頭脳の老化防止に役に立つばかりでなく、撮
影地での人との出会いや体験及び印象を把握する事で素晴らしい作品が創作出来るかと思います。
　次回も素晴らしい作品を出品して頂くことを願っています。

　長期に渡るコロナ禍で祭りやイベントが中止となるなか、作品創作活動を行う事がままなら
ぬ状況かと推測いたします。その様な状況のなかで応募された皆様に厚く感謝御礼申し上げます。
　審査にあたっては応募頂いた全作品を床に並べた状態で、ジックリ何度も作品を拝見し慎重
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入賞者一覧
〈茨城県知事賞〉

春　宵 荻沼　まさ子 小美玉市
霧晴れて 國友　正善 結城市
〈茨城県議会議長賞〉

窓　辺 林　加代子 土浦市
〈茨城県教育委員会教育長賞〉

群生のタンチョウ鶴 湯田　善八 北茨城市
〈茨城県保健福祉部福祉担当部長賞〉

華華しく 伊野　晴子 小美玉市
〈茨城県社会福祉事業団理事長賞〉

樹叢の精 佐々木　研二 ひたちなか市
〈いばらき文化振興財団理事長賞〉

クレマチス 遠藤　三千男 阿見町
〈茨城県老人クラブ連合会長賞〉

行く秋 宇都宮　芳子 潮来市
〈茨城県社会福祉協議会長賞〉

燃えよ秋 和田　明美 城里町
〈佳　作〉

雪の里 阿部　政雄 鹿嶋市
トランペットの舞 大内　祝子 那珂市
〈特別賞〉

清渓湧霧 窪田　光子 東海村

入選者一覧
牡　丹 池羽　勝代 筑西市
リンゴ狩りの思い出 猪瀬　修一 下妻市
水無月 今井　きみ 小美玉市
静　寂 薄井　久子 常陸太田市
与那国の馬⑵（共に暮らす） 薄井　實 常陸太田市
奏でる 内田　美明 龍ケ崎市
再生エネルギー 海野　武夫 水戸市
泉　響 織笠　洋子 東海村
麗　花 角五　貞夫（角五　酒泉） 龍ケ崎市
瞑 菊地原　隆芳 行方市
晩　夏 坂野　みやぎ 取手市
親子の帰途 澤幡　和美 水戸市
五黄の寅・黄金昇龍 澤畠　臣 常陸太田市
樹　精 鈴木　博一 日立市
雪景色の偕楽園 関　忠勝 ひたちなか市
ご機嫌斜め 曽我部　猛 守谷市
花だいこん 長塚　幸子 常総市
静　寂 中野　範子 石岡市
想　い 中原　悦子 小美玉市
悠　久 中山　茂 水戸市
霧舞う尾根 生田目　民子 東海村

災禍と鎮魂 丹羽　薫 つくば市
朝沼鴨游 萩原　藤之助 石岡市
黄蜀葵 橋本　京子 小美玉市
鍾馗様 英　秋子 筑西市
夕映え 平塚　勇治 下妻市
朝鮮朝顔 藤岡　洋子 小美玉市
白　秋 前田　知代 ひたちなか市
悠久の年輪 益子　昭 ひたちなか市
下館神輿の川渡御 谷貝　照子 筑西市
紫陽花 谷中　信子 筑西市
古の神 八巻　和美（紫雲） 利根町
遠き日 山下　宏子 常総市
暁　香 吉川　昭子 城里町
真夏のひととき 𠮷田　則子 小美玉市
竹田城跡 綿引　稔 水戸市

日本画の部

第26回わくわく美術展入選者 ※五十音順で掲載
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入賞者一覧
〈茨城県知事賞〉

希望Ⅲ 田村　洋子 坂東市
熟成を待つ 鄭　春子 水戸市
〈茨城県議会議長賞〉

生　命 後藤　幸子 常陸太田市
〈茨城県教育委員会教育長賞〉

卓上の靜物 登内　芳子 笠間市
〈茨城県保健福祉部福祉担当部長賞〉

曼荼羅 仲松　章 境町
〈茨城県社会福祉事業団理事長賞〉

日向の一隅 山口　百合子 常総市
〈いばらき文化振興財団理事長賞〉

冒険の夏 大嶋　静 古河市
〈茨城県老人クラブ連合会長賞〉

私的スペース 川隅　弘子 水戸市
〈茨城県社会福祉協議会長賞〉

アサザが終って残念 鎌田　英彦 つくば市
〈佳　作〉

べエネチア好日 新井　美雄 取手市
菜の花のさく頃 海老澤　静子 水戸市
雨上がりのひととき 長内　瑠璃子 東海村
異国の人（月光） 川田　英子 下妻市
先島諸島の美ら海 小林　憲幸 那珂市
初秋の部屋（水彩） 五来　十三江 常陸太田市
マテーラを旅して 櫻井　惠美代 土浦市
〈特別賞〉

秋闌の赤城山 鈴木　百子 ひたちなか市

入選者一覧
青いドレス 相原　弘子 鹿嶋市
卓上の人形 青木　乙子 水戸市
府馬の大クス 青沼　文昭 龍ケ崎市
アコーデオンと古時計 秋沢　安郎 ひたちなか市
妙義・金洞山秋景 秋葉　和子 つくばみらい市
椅子の上のヴァイオリン 秋山　英子 那珂市
ダムの景色 浅井　宏祐 笠間市
晩秋の渓谷 安達　光子 桜川市
箕面の滝 有木　文子 潮来市
「夏近し」 飯村　衛男 笠間市
奥久慈長福山 石井　邦朋 大子町
泉門池 板山　里昭 結城市
心豊かに 入澤　美穂 石岡市
狛　犬 岩本　紀子 桜川市
ゴッホが描いたレストラン 内田　悦子 水戸市
御神木によりそって 内山　常夫 取手市
静　物 梅根　巌 日立市
昇り龍 大内　誠二 水戸市

初秋の五段の滝 大川　千五子 鹿嶋市
桜花爛漫 大久保　牧夫 水戸市
思い出の航海 大谷　恵子 桜川市
秋の古分屋敷 大津　武 水戸市
春 大塚　晶子 桜川市
私の気持ち・ドキドキ 大山　あい子 ひたちなか市
滝 岡﨑　靜男 常陸太田市
花咲く夜のファンタジー 岡崎　節子 土浦市
青　池 岡野　隆男 土浦市
異国の野菜売り 岡野　房子 笠間市
大雪渓 小田倉　秀二 ひたちなか市
晩　秋 片根　政子 常陸太田市
春の久慈川 片柳　勝代 大子町
浅　春 勝永　崇子 ひたちなか市
曲家集落 勝沼　正江 筑西市
このポーズいかが 金澤　繁則 筑西市
大洗の荒海 金沢　光雄 大洗町
漁村の朝凪 亀井　久子 日立市
Ｋさん 鴨志田　範夫 東海村
朝の舟屋 川上　武臣 那珂市
紺碧の丘 川上　とも子 水戸市
山小屋 川那子　昌三 桜川市
薫風の丘 川又　保 ひたちなか市
牛久沼の白鳥の親子 神原　俊行 龍ケ崎市
枯　蓮 木村　文子 常総市
水辺の風景 木村　徳男 坂東市
サックスとともに 葛迫　直子 ひたちなか市
800年の歴史を越えて 倉持　正弘 坂東市
夏の恵みⅥ 栗原　和夫 坂東市
風に遊ぶ 小出　智惠子 小美玉市
望郷・葉山 後藤　幸蔵 筑西市
枯れた蓮池 小林　敬子 那珂市
春の花 小松崎　勝子 取手市
車両区風景 小室　増展 ひたちなか市
残雪の駒ヶ岳 齋　英蔵 ひたちなか市
巡礼路の村（南フランス・コンク） 齋藤　奎二 ひたちなか市
卒業・未来へ 齋藤　登貴子 筑西市
秋色の情景 酒井　英人 ひたちなか市
朝霧の磐梯山 坂井　満里 取手市
流水譜 佐々木　良彦 ひたちなか市
渓　流 笹本　まさ子 城里町
再　会 佐藤　光保 東海村
アートな峡谷美（清津峡） 篠﨑　しつ子 筑西市
５月の高原白樺通り 清水　忠義 牛久市
水　門 清水　廣実 筑西市
山裾の民家 須澤　長市 鉾田市
山の道 鈴木　カツエ 大子町
金剛力士立像（阿形） 角谷　政寛 鹿嶋市
沼辺の詩（流木） 諏訪　正子 坂東市
厳　冬 髙瀬　三木雄 大子町

洋画の部
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私のすきなカサブランカ 髙村　満津 常陸大宮市
風化そして未来 高村　道子 ひたちなか市
息子との散歩 立川　益信 境町
海の見える歩道 舘野　春男 北茨城市
秋の公園 田中　久子 かすみがうら市
透明な甘い香り 田中　秀穂 那珂市
ひととき・土との対話 千葉　千惠子 かすみがうら市
清津峡渓谷秋景 塚田　勝雄 筑西市
若い人 堤　利明 つくば市
西明寺　楼門 手面　克己 筑西市
水神岬の桜 寺田　央代 取手市
梅雨の手仕事 戸井田　敏子 水戸市
香りの贈り物 徳永　裕子 ひたちなか市
静　寂 豊島　和久 東海村
里の初秋 豊田　順之 北茨城市
初春の薔薇 中里　和江 小美玉市
はじめてのスケッチ旅 仲田　恵美子 桜川市
眼鏡橋と星降る夜 中村　厚子 水戸市
帰り道（マスクのいらなかった頃） 中村　勤 かすみがうら市
無　題 中村　晴夫 常陸大宮市
森の古木 中山　波江 境町
夏の終りに 永山　よし 潮来市
宙 沼田　和子 常陸太田市
なかよし 野原　みよ子 水戸市
荒廃の牛舎 野村　透 結城市
野　菜 野本　さち子 境町
櫛が峯眺望 萩原　勝 水戸市
小貝川ふれあい公園 蓮田　はるえ ひたちなか市
冬近き日 浜田　正子 行方市
予　感 濱本　きみ子 石岡市
ドライフラワー千日草 張替　輝子 坂東市
初　冬 檜佐　弘子 笠間市
合　掌 檜山　和久 水戸市
山里新緑 広瀬　貞雄 取手市
初めの一歩 広瀬　純子 潮来市
古河公方公園 藤ヶ崎　澄子 龍ケ崎市
奥久慈里山 藤田　貞子 大子町
七月の庭 細貝　久美子 常陸大宮市
錦秋の並木路（茨城県立歴史館） 細谷　敏夫 那珂市
山　村 堀江　好男 常陸大宮市
晩秋の遊歩道 堀越　智惠子 常総市
運河の街 堀込　洋一 取手市
袋田の滝 松本　輝男 大子町
愉快な蟹たち 松本　光子 那珂市
正月の大津港 松本　芳枝 ひたちなか市
春のざわめき 溝口　博史 取手市
銀杏と社 宮内　三男 行方市
睡蓮池 宮本　静子 常陸太田市
遠き日 三輪　挺子 小美玉市
想　い 三輪　義治 小美玉市

二重橋（ローテンブルグ） 屋代　榮二 水戸市
氷　花 谷田部　さわ子 大子町
ピエロのある卓上 野内　益代 常陸太田市
大内宿 栁田　功 筑西市
奏でる 山口　透 笠間市
桜花爛漫 山崎　榮次 牛久市
卓上静物 山崎　三鈴 常陸太田市
想　い 山田　律子 水戸市
薫　風 横倉　正義 水戸市
川越の旧家 横島　陽男 水戸市
悠久の風 横須賀　裕子 潮来市
コロナ時も咲く 吉井　成子 つくば市
ワイン通りの午後 吉田　絹枝 ひたちなか市
七ツ洞公園 吉田　さつき 水戸市
ヨットハーバー 𠮷田　真智子 龍ケ崎市
春　色 吉田　美代子 阿見町
安曇野公園風景 吉丸　富太 つくば市
森の静けさ 和田　瑞枝 城里町
今年も豊作 綿貫　勇夫 取手市
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入賞者一覧
〈茨城県知事賞〉

青　年 関根　幸雄 常陸太田市
〈茨城県議会議長賞〉

若い人 髙根　敬子 水戸市
〈茨城県教育委員会教育長賞〉

菜っちゃん 鈴木　義次 常陸太田市
〈茨城県保健福祉部福祉担当部長賞〉

Ｍ　子 上久保　秀世 常陸太田市
〈茨城県社会福祉事業団理事長賞〉

差別なき平和界に捧ぐ 間宮　稀望 常陸大宮市
〈いばらき文化振興財団理事長賞〉

ホトトギス 長山　隆一 日立市
〈特別賞〉

さすらう俳人 村松　松男 阿見町

入選者一覧
お留守番 永橋　強一 阿見町
アフリカの女 西　襄 牛久市
十九の春 宮内　宰 かすみがうら市

入賞者一覧
〈茨城県知事賞〉

夢みるランプ 伊藤　宣子 阿見町
白亜の花器 細谷　隆 取手市
〈茨城県議会議長賞〉

湧水の如し 坂谷内　悟 取手市
〈茨城県教育委員会教育長賞〉

思いのままに 小川　ひさ子 東海村
〈茨城県保健福祉部福祉担当部長賞〉

紫峰のメロディー 鈴木　準一 ひたちなか市
〈茨城県社会福祉事業団理事長賞〉

渦　潮 関　せつ子 ひたちなか市
〈いばらき文化振興財団理事長賞〉

裂流線文壷 矢口　金二 阿見町
〈茨城県老人クラブ連合会長賞〉

線刻象嵌面取花器 中澤　壯𠮷 土浦市
〈茨城県社会福祉協議会長賞〉

萌　芽 平野　悦子 ひたちなか市
〈佳　作〉

花　台 漆原　傳 水戸市
コミュニケーション 大道　万亀江 つくばみらい市
木彫獅子頭４寸 砂山　好弘 土浦市
〈特別賞〉

ふれあいセンター夏盛り 佐川　正澄 ひたちなか市

入選者一覧
托　鉢 相川　敏範 土浦市
塔 秋葉　貞夫 水戸市
祈　り 圷　道和 水戸市
布のみで表現　桜と湖面 雨貝　洋子 つくば市
豊穣の秋 生雲　恭子 阿見町
獅子頭木彫り（渦） 磯山　孝一 石岡市
金剛力士面（吽形） 一色　干城 土浦市
森林浴 稲葉　光江 つくば市
獅子頭 井野場　和郎 行方市
瓢箪焦がし絵（家紋図144） 岩田　栄 阿見町
花　器 内野　芳江 鹿嶋市
順風満帆の帆船 梅澤　隆 常総市
祈り（２体組） 大久保　輝子 水戸市
黒泥線紋様花器 大久保　等 鹿嶋市
溶岩流 大島　昇 下妻市
青瓷鉢 大友　光男 ひたちなか市
花　火 大森　光子 水戸市
円花器 大和田　裕知 笠間市
織部釉壷 岡野　恵 取手市
大　皿 尾﨑　剛一 鹿嶋市
縄文メッセージ～コロナ禍・人・未来 小野村　佳夫 土浦市
だれがつける 尾花　幸雄 取手市

彫刻の部 工芸の部
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夏の日の思い出 加藤　恵美子 ひたちなか市
春を待つ岬 加藤　光生 ひたちなか市
コロナ退治 茅場　薫 小美玉市
月　光 川上　誠 つくば市
練込花器 菊田　圭二 土浦市
花　器 児山　博 鹿嶋市
夕焼けと花 齋藤　美保子 神栖市
亀甲文壷 酒入　三世子 取手市
古木の魅力 佐藤　貞 北茨城市
秋の奥久慈 柴崎　文子 阿見町
花　車 鈴木　和子 つくば市
立雛（一対） 宗田　由紀子 水戸市
木彫りループタイ 髙木　文夫 石岡市
灰かぶり八手文壷 玉野　美智子 つくば市
百壽図 手賀　昌之 龍ケ崎市
裸　婦 戸高　武敏 取手市
花　器 長野　昭一 鹿嶋市
陽　光 仲屋　しげみ 取手市
葉紋様花器 西村　京子 龍ケ崎市
芽生え 西村　百合子 鹿嶋市
飛　翔 根本　潔 つくばみらい市
燭　光 橋本　綾子 五霞町
曙　光 橋本　眞澄 五霞町
笑い面（砂田楽面） 羽成　孝雄 土浦市
カラフル15 藤岡　輝美 ひたちなか市
立ち雛（押し絵） 藤原　敏子 阿見町
笑　い 藤原　秀典 境町
遡　上 二木　祥子 利根町
大　樹 保科　衛 水戸市
点文様象嵌花器 堀井　憲 龍ケ崎市
仁王像（阿形吽形） 堀口　敏廣 石岡市
花　器 増子　旭 水戸市
獅子頭（権九郎） 益子　隆 土浦市
御岩神社 益子　威男 水戸市
放射能　除染祈願 松本　幸一 龍ケ崎市
大　壷 水口　輝喜 稲敷市
醍醐寺の桜 峯岸　鞆子 城里町
カンパニュラ（感謝） 宮田　満里子 水戸市
七福神 村上　則子 阿見町
花　器 保田　元稔 鹿嶋市
山登り携帯用食器 柳橋　清治 城里町
夏のまほろば 山本　せい子 下妻市
練り込み象嵌の花瓶「花のカルテット」 吉澤　鬼子光 那珂市
葡　萄 吉田　谷栄美 取手市
西域の風 渡辺　和紘 土浦市

入賞者一覧
〈茨城県知事賞〉

西津夜泊 小島　香風（優子） 下妻市
写　経 中山　敏陽（敏江） 結城市
〈茨城県議会議長賞〉

近業二種 野上　芳泉 那珂市
〈茨城県教育委員会教育長賞〉

秋　日 若本　梨風（忠左衛門） 下妻市
〈茨城県保健福祉部福祉担当部長賞〉

七言二句 大久保　清 下妻市
〈茨城県社会福祉事業団理事長賞〉

忍ぶれと 植木　きくの 龍ケ崎市
〈いばらき文化振興財団理事長賞〉

和風喜氣相隨 増田　智風 古河市
〈茨城県老人クラブ連合会長賞〉

廣瀬旭荘詩二首 石川　寿 水戸市
〈茨城県社会福祉協議会長賞〉

静　寂 石　正治 高萩市
〈佳　作〉

和漢朗詠集　作者　橘真幹 佐藤　重晴 守谷市
筑波根 堀田　松子 龍ケ崎市
〈特別賞〉
千字文 阿内　桂石（輝夫） 笠間市

入選者一覧
朝の日の窓にうすしと思ひしは春雨は
れて靄の立つなり（島木赤彦）歌人 新井　弘子 取手市

和敬静寂 石神　俊男 行方市
曙 海野　みつい 阿見町
送王十八帰山寄題仙遊寺 榎本　芙美子 取手市
荒村帯晩照 近江谷　桂二 取手市
清風明月 大平　節子 龍ケ崎市
風信帖 大塚　正堂（正） 下妻市
清風明月 大槻　好子 龍ケ崎市
王義之十七帖 大山　春道（正文） 下妻市
雑詩十二首其一 岡野　よし江 取手市
李頎詩　題璿公山池 尾﨑　晴夫 龍ケ崎市
和 片岡　美津代 常総市
剣舞歌　白虎隊 加藤　和夫 取手市
多宝塔碑（節臨） 亀井　清 取手市
偶　成 木村　林之助 取手市
天　寒 久保田　しづ 取手市
南紀々遊雑題 小林　弘子 つくば市
清明日戯題 斉藤　梨白（登志子） 下妻市
初春令月気淑風和 椎名　馨 龍ケ崎市
唐　詩 司代　友梨（友香） 下妻市
長門怨 篠﨑　光月（光雄） 下妻市
芙蓉楼にて辛漸を送る 清水　彩雲 筑西市
笑門来福 鈴木　美子 ひたちなか市

書の部
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孔子廟堂碑（臨） 鈴木　早苗 笠間市
謹賀新年 高橋　時子 ひたちなか市
温故知新 谷口　成史 潮来市
過　雨 仲田　数喜 取手市
大空に舞いあがれ 中田　美和子 土浦市
朝能日の万とにう須しと思ひし
ハ春雨者れて毛やの多都奈里 長塚　明子 取手市

江　村 長塚　久江 取手市
源氏物語　竹河の章　臨書 根岸　とみ子 常総市
牛橛造像記臨書 野村　貞子 下妻市
はごいた 博多　ケサ子 ひたちなか市
うれしさを… 藤沼　弓子 常総市
山　行 真船　幸雄 取手市
清風明月 宮本　恵子 龍ケ崎市
木簡臨書 横島　正子 下妻市

入賞者一覧
〈茨城県知事賞〉

霧の香 佐藤　武美 高萩市
クライマックス 林　昭 小美玉市
〈茨城県議会議長賞〉

昭和ものがたり 山田　和夫 つくば市
〈茨城県教育委員会教育長賞〉

背中のもみじ 斉藤　キヨ子 かすみがうら市
〈茨城県保健福祉部福祉担当部長賞〉

これなに？ 浅野　恵美子 かすみがうら市
〈茨城県社会福祉事業団理事長賞〉

花の首飾り 藤井　美代志 かすみがうら市
〈いばらき文化振興財団理事長賞〉

祭りを観る 佐藤　秀樹 ひたちなか市
〈茨城県老人クラブ連合会長賞〉

花の宴 黒澤　芳枝 東海村
〈茨城県社会福祉協議会長賞〉

晩秋のひととき 薄井　いつ子 笠間市
〈佳　作〉

時 浅野　式頼 かすみがうら市
よりそう 小堀　博 水戸市
風をはらんで 鈴木　けい子 常陸太田市
絆 村山　進 高萩市
〈特別賞〉

雪国の春 川又　節子 那珂市

入選者一覧
想い出がいっぱい　メールで春を 会田　孝志 小美玉市
麦秋海の鯨モンスター 青木　金夫 ひたちなか市
風　花 赤間　勝見 潮来市
孤老一刻の癒し 阿久津　善正 那珂市
風を切って 有木　弘信 潮来市
お婆ちゃんの予感 飯田　正弘 常陸太田市
濃霧のネットハンター 池羽　仁 筑西市
母の朝 井沢　隆 水戸市
ゲット 石井　清 那珂市
収　穫 石川　俊一 日立市
炎雲たなびく 石川　裕康 水戸市
秋日和 石塚　恵子 日立市
2021　TOKYO 磯山　和子 かすみがうら市
喝采を夢見て 今泉　純子 潮来市
まちわびた遠足 岩間　幸子 水戸市
たいくつな昼下り 岩本　順子 水戸市
出陣前 上田　忠 石岡市
ウォーターフロント（墨田川河口） 海野　武夫 水戸市
帰　飛 卜部　秀男 常陸大宮市
土の匂い 大賀　正盛 高萩市
火渡り神事 大野　剛 行方市

写真の部
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行楽日和 大堀　利之 東海村
秋色に映える 岡田　政和 ひたちなか市
母孝行（おやこうこう） 小澤　巸邦 水戸市
魔　女 小田嶋　孝八 日立市
いだかれて、収穫 小野　惠子 北茨城市
俺が主役 笠原　武士 東海村
マイホーム 加瀬　雅俊 かすみがうら市
うれしいな！遠足 加藤　紀美子 水戸市
春の二重奏 鴨志田　弘道 ひたちなか市
ちょっとひと休み 鴨志田　美代子 ひたちなか市
願いを込めて 川浪　英靖 鹿嶋市
花ぶとん？ 河野　秀男 常陸大宮市
天をあおぐ 川又　和子 東海村
春にさそわれて 北澤　一男 水戸市
清流の宝石 木津谷　公 日立市
波に挑む 久保　盛義 石岡市
春の流れ 小石川　力雄 水戸市
３兄妹 国分　陽子 高萩市
髙部を走る 小澤　浩 水戸市
歌のある風景 小林　格 高萩市
蓮根の収穫 小林　豊帆 水戸市
ミラクルな都会 小林　正和 小美玉市
生と死 小林　優 石岡市
春風にさそわれて 小室　悦子 水戸市
緑衣の蟷螂 古茂田　厚 水戸市
羽ばたく 佐伯　正克 ひたちなか市
花冷え 佐々木　明 石岡市
朝　陽 佐々木　栄一 高萩市
秋色の風景 佐々木　佑 水戸市
人生の波濤を越えて 佐竹　功三 ひたちなか市
夕照の中で 佐藤　輝夫 常陸太田市
待つわ 座間　秀夫 ひたちなか市
私のパラ 柴田　啓藏 高萩市
展望台 杉山　国雄 石岡市
ひとりの休日 杉山　鈴子 石岡市
雲上の古代岩礁 鈴木　一道 水戸市
ファンタジック 鈴木　賢嗣 日立市
勝田マラソン　スタート 鈴木　俊 ひたちなか市
渚にも虹色 鈴木　宏 日立市
避密の紅葉散歩 須田　政雄 日立市
黄金の日々 諏訪　優子 ひたちなか市
葵・いろどる 関根　範子 大洗町
仲間入り 平　堅次 土浦市
憩いのひととき 髙岡　武 日立市
50年ひとすじに 高杉　則子 東海村
ある夏の日の印象 高橋　實 水戸市
春の調べ 高畠　秀二 那珂市
二人の桟橋 滝田　茂 石岡市
今も現役 土子　孝三 潮来市
祭り見物 土子　信一 潮来市

成長が楽しみ 東海林　正作 高萩市
ナイショ話 徳田　傑 土浦市
仰　ぐ 豊﨑　千枝子 かすみがうら市
想いはひとつ 長岡　修平 ひたちなか市
夕映え 中野　重隆 日立市
しあわせの翼 中山　健二 水戸市
晩　照 根本　豊 日立市
93の一日 野上　次男 常陸太田市
大役を終えて 萩谷　俊明 水戸市
晩秋の芦ノ湖 迫田　悦子 水戸市
夕映え 長谷川　正一 笠間市
山里の雪消 畠山　正 水戸市
一瞬の時 初鳥　千代子 かすみがうら市
漂うままに 廣瀬　明良 水戸市
浜に生きる 福田　敬士 常陸太田市
金メダルへの道 穂積　美夜子 日立市
希望に羽ばたけ 堀越　正吾 水戸市
北国への旅立ち 益子　忠一 常陸大宮市
まだ無理です 三村　秋男 ひたちなか市
日立海岸の朝 武藤　正夫 那珂市
大安吉日 茂呂　順子 水戸市
朝焼け 門馬　亨 日立市
無　我 山形　薫 日立市
我が家のお月見（令和３年） 山田　邦夫 常陸太田市
俺と東京 吉野　幸雄 水戸市
思い出してごらん 和田　浩司 日立市
落葉拾い 渡辺　一雄 境町
ハッピータイム 渡辺　義雄 日立市

〈洋　画〉

よろこび 髙野　明美 石岡市
雪の朝 鄭　春子 水戸市
〈工　芸〉

江戸小紋輪花花器 福島　次男 取手市
〈書〉

勤　重 田中　淳 かすみがうら市
〈写　真〉

休　日 飯田　光信 下妻市
エレジー 加藤　芳子 水戸市

第24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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飛澤　龍神

舘野　　弘

槙野　仁一

井上　壽博

鈴木　宗美

島　　利宣

太田　泰助

名倉剛治郎

田仲　範子

中島　昭浩

髙畑　徹伸

審査員特別出品題名

審査員特別出品題名

審査員特別出品題名

審査員特別出品題名

審査員特別出品題名

審査員特別出品題名

審査員特別出品題名

審査員特別出品題名

審査員特別出品題名

審査員特別出品題名

審査員特別出品題名

「那須連峰の朝」

「光に向う物」

「樹　陰」

「筑波山瑞雲」

「栽花樂太平」

「黒部源流」

「方　舟」

「アルプス」

「花の宵」

「誠」

「稔りの秋」

茨城県美術展覧会委員・審査員

茨城県美術展覧会委員・審査員

茨城県美術展覧会委員・審査員

茨城県美術展覧会委員・審査員

茨城県美術展覧会会員・審査員

茨城県美術展覧会委員・審査員

茨城県美術展覧会会員・審査員

茨城県美術展覧会委員・審査員

茨城県美術展覧会会員・審査員

茨城県美術展覧会会員・審査員

茨城県美術展覧会委員・審査員

第26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　審査員名・特別出品題名

日本画
の部

洋  画
の部

彫  刻
の部

工  芸
の部

書
の部

写  真
の部
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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

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

第26回 茨城県健康福祉祭

いばらきねんりん文化祭

作品集

わくわく
美術展
シニア世代の美術

展

わくわく
美術展
シニア世代の美術展

水戸市千波町東久保697 TEL.029-241-1166
ザ・ヒロサワ・シティ会館 美術展示室

午前9時30分～午後4時（最終日は正午まで）

令和4年2月26日土～3月3日木

第
26
回 

茨
城
県
健
康
福
祉
祭

い
ば
ら
き
ね
ん
り
ん
文
化
祭

日本画

洋画

工芸

写真

書

彫刻


