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ごあいさつ 
 

 

厚生労働省が公表した平成 22 年の健康寿命では、静岡県は、女性が 75.32

歳で全国一位、男性が 71.68 歳で二位、男女合計では 73.53 歳で一位でした。 

その理由のひとつとして、温暖な土地柄ゆえに、スポーツや文化活動を通じ

た日常的な人的交流、社会参加の重要性が言われています。 

 

 しずおか健康長寿財団は、高齢者をはじめとする県民の「健康づくり」「生き

がいづくり」「仲間づくり」を支援する県内唯一の組織として、平成３年に設立

されました。 

以来、すこやか長寿祭（スポーツ大会・美術展・ふれあい交流会）の開催や

ねんりんピック静岡県選手団の派遣、しずおか健康いきいきフォーラム 21 事

務局運営、介護実習講座の開催などの健康・生きがいづくりに資する事業を積

極的に展開してまいりました。これらの地道な活動は、静岡県の健康寿命日本

一に多少なりとも寄与したものと考えております。 

 

 本美術展は、高齢者の生きがいづくりとふれあい交流を目的に、平成９年度

から開催され、今回で第１７回を迎えることになりました。そして、来る１０

月に栃木県で開催される「全国健康福祉祭とちぎ大会（ねんりんピック栃木２

０１４）美術展」の静岡県、静岡市、浜松市のそれぞれの代表作品の選考会を

兼ねております。今回３３８点の出品があり、いずれの作品も素晴らしく、盛

大に開催することができましたことを、大変喜ばしく思っております。 

 

過去には、本県の出品作品が、２０１０年（石川県）、２０１１年（熊本県）

に最高賞の「厚生労働大臣賞」を２年連続で受賞、２０１２年（宮城県）に「宮

城県知事賞」「仙台市長賞」を受賞しております。さらに、２０１３年（高知県）

には「厚生労働大臣賞」を洋画・写真の部でダブル受賞（本県において初の快

挙）するなど、本県の芸術文化水準の高さと、本県の日ごろの活発な高齢者活

動の成果であると考えております。 

 

今後も、シニアの美術・芸術熱がますます高まり、「社会参加」につながるこ

とを期待し、健康寿命日本一の堅持に微力ながら努めてまいりたいと思ってお

りますので、引き続き御支援のほどよろしくお願い申し上げます。 

最後に、この美術展の開催にあたり御支援・御協力いただきました、審査員

の皆様をはじめ、関係者の皆様方にあらためて感謝致します。 

 

公益財団法人しずおか健康長寿財団 

理事長 佐古 伊康 
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開催概要 
 

趣 旨 

 高齢者の創作する作品を募集・展示することにより、ふれあいと生きがいづ
くりを推進するとともに、高齢者の文化活動を促進することを目的に開催しま

す。この美術展は、平成２６年１０月に開催される「第２７回全国健康福祉祭
とちぎ大会（ねんりんピック栃木２０１４）美術展」の選考を兼ねています。 

 
実施主体 

主催 公益財団法人しずおか健康長寿財団、静岡県 
共催 静岡市、浜松市 

後援  静岡県教育委員会、一般財団法人静岡県老人クラブ連合会、静岡市教育委員会 
    朝日新聞静岡総局、産経新聞社静岡支局、毎日新聞静岡支局、 

読売新聞静岡支局、中日新聞東海本社、静岡新聞社・静岡放送 
ＮＨＫ静岡放送局、テレビ静岡、静岡朝日テレビ、だいいちテレビ（順不同） 

 
会 場   

静岡県立美術館 県民ギャラリーＡ・Ｂ （静岡市駿河区谷田 53-2） 

 

開催日程 

月 日 展示時間 展示内容等 

平成２６年 

１月１７日（金） 
10:00～17:00 前期作品公開【洋画部門】 

１月１８日（土） 
13:30～14:15 

10:00～17:00 

表彰式 

前期作品公開【洋画部門】 

１月１９日（日） 10:00～17:00 前期作品公開【洋画部門】 

１月２０日（月） － 休館日 

１月２１日（火） 10:00～15:00 前期作品公開【洋画部門】 

１月２２日（水） － 作品入れ替え 

１月２３日（木） 

10:00～17:00 後期作品公開 

【日本画・彫刻・工芸・書・写真部門】 

１月２４日（金） 

１月２５日（土） 

１月２６日（日） 10:00～15:00 

 

展示作品 

日本画  ３１点   洋 画 １６０点   彫 刻  １４点 

工 芸  ５２点    書   ３２点   写 真  ４９点   

６部門計 ３３８点 ※出品は１人につき１点 

 

入場料 

 無 料 
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【参考】作品募集の概要 

 

出品資格・出品料・申込方法等 

出品者資格 静岡県内に在住し、昭和３０年 4 月 1 日以前に生まれたアマチュア 

出品作品 出品者により創作された未発表作品 

出品料・点数 1,000円（出品点数は１人１点に限る） 

出品申込 

出品申込書に必要事項を記入し、申込期限までにお申し込みください。 

【申込書提出期限】平成 2５年 1０月 3１日（木）当日消印有効 

【申込み・問合せ先】 

公益財団法人しずおか健康長寿財団 生きがい推進課美術展係 

〒420-0856 静岡市葵区駿府町１番 70 号 

電話 054-253-4221 ＦＡＸ 054-253-4222 

募集部門・出品規格 

部 門 規 格 

日本画 

①水墨画を含む。 
②10号(53.0cm×33.3cm)以上 50号(116.7cm×116.7cm)以内とする。 
③額装をする。ガラス、屏風、軸装は不可とする。なお、30 号(91.0cm×91.0cm)
以上の作品については、額縁の幅（マットを含む）は 6cm 以内とする。 

洋 画 

①油絵、アクリル画、水彩、素描、版画、パステル画とする。 
②10号(53.0cm×33.3cm)以上 50号(116.7cm×116.7cm)以内とする。（版
画については、10号未満も可とする。） 
③額装をする。ガラスは不可とする。なお、30 号(91.0cm×91.0cm)以上
の作品については、額縁の幅（マットを含む）は 6cm以内とする。 

彫 刻 
①彫刻、彫塑、その他立体作品とする。 
②高さ 200cm×幅 100 cm×奥行 100 cm以内とする。 
③重量は 100kg以内とする。 

工 芸 

①陶芸、染織、漆芸、金工、木竹、人形、その他工芸作品とする。 
②立体作品は高さ 60cm 以内とし、平面（壁面を含む。）作品は 50 号(116.7cm
×116.7cm)以内とする。なお、額装した作品で 30 号(91.0cm×91.0cm)以上の
作品については、額縁の幅（マットを含む）は 6cm 以内とする。 

③屏風は二曲とし、平面時のサイズは高さ 149cm×横 140cm 以内とする。 
④その他（装飾設備を含む）にあっては、②、③の規格範囲内とする。 

書 

①漢字、かな、篆刻、調和体及び前衛、刻字を問わない。 
②額・枠・軸装いずれも可。表装仕上り寸法は 1.5㎡以内とし、縦形式は
一辺が 242 ㎝、横形式は一辺が 182㎝以内とする。なお、ガラスは不
可とし、重量は 10kg以内とする。 

③篆刻作品は印影のみの作品とし、縦 39cm×横 30cm以内の額装とす
る。刻字作品の大きさもこれに準ずる。 

写 真 

①カラー、モノクロを問わない。 
②長辺が 50cm以上、90cm以内の単写真とする。 
③木製パネル仕立て(マットなし)とするが、マットありや額装も可とする。 
④使用機材は問わない。デジタル合成は不可とする。 
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応募の状況 
 

 

応募数と出品数 

 

部 門 応募数（10 月末） 出品取消等 出品数 

日本画 33 2 31 

洋 画 168 8 160 

彫 刻 15 1 14 

工 芸 52 0 52 

書 35 3 32 

写 真 51 2 49 

計 354 16 338 

 ※出品取消等は、体調不良、住居移転等の出品者本人の都合による 

 

性別・年齢別 

  

部 門 出品数 

性別 年代（美術展開催時の年齢による） 

男性 女性 50代 60代 70代 80代 90 代 

日本画 31 17 14  5 14 10 2 

洋 画 160 94 66  36 95 29  

彫 刻 14 11 3  3 9 2  

工 芸 52 20 32  20 22 9 1 

書 32 15 17  1 14 17  

写 真 49 40 9  10 26 12 1 

計 338 197 141  75 180 79 4 

比率 －  58.3% 41.7% 0.0% 22.2% 53.3% 23.4% 1.2% 
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市町別 

  

地区 市町 
応募数 部門別内訳 

件数 割合 日本画 洋画 彫刻 工芸 書 写真 

伊豆 

下田市 2 0.6％  1  1   

東伊豆町         

河津町 1 0.3％    1   

南伊豆町         

松崎町 1 0.3％   1    

小 計 4 1.2％  1 1 2   

東部 

沼津市 16 4.7％ 1 7  3 2 3 

熱海市 3 0.9％ 2 1     

三島市 14 4.1％ 7 3  2 1 1 

富士宮市 10 3.0％ 3 6    1 

伊東市 11 3.3％  11     

富士市 13 3.8％ 3 3  1 1 5 

御殿場市 3 0.9％  1  1 1  

裾野市 1 0.3％  1     

伊豆市 2 0.6％     2  

伊豆の国市 4 1.2％  4     

函南町 8 2.4％  4  1  3 

清水町 5 1.5％  3  2   

長泉町 4 1.2％ 1 2 1    

小山町 1 0.3％      1 

小 計 95 28.1％ 17 46 1 10 7 14 

中部 

静岡市 112 33.1％ 2 57 6 12 13 22 

島田市 6 1.8％  2  2 1 1 

焼津市 12 3.6％  11   1  

藤枝市 13 3.8％ 1 6 1 1  4 

牧之原市 4 1.2％  3 1    

吉田町 1 0.3％  1     

川根本町         

小 計 148 43.8％ 3 80 8 15 15 27 

西部 

浜松市 52 15.4％ 8 15 4 14 4 7 

磐田市 12 3.6％ 1 5  5 1  

掛川市 10 3.0％  7  3   

袋井市 4 1.2％ 1 1   1 1 

湖西市 1 0.3％  1     

御前崎市 2 0.6％ 1    1  

菊川市 4 1.2％  3   1  

森 町 6 1.8％  1  3 2  

小 計 91 26.9％ 11 33 4 25 10 8 

合 計 338 100.0％ 31 160 14 52 32 49 

県合計（静岡市・浜松市除く） 164 48.5％ 10 72 10 26 17 29 
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審査方法 
 

 

審査員（順不同・敬称略） 

＜日本画＞ 清水 照夫 

      久松安寿子 

＜洋 画＞ 吉野 勝彦 

      太田 昭 

＜彫 刻＞ 髙橋 忠 

      山田 進 

＜工 芸＞ 稲垣 有里 

      柿沼なほみ 

＜ 書 ＞ 櫻井 流翆 

      大谷 青嵐 

＜写 真＞ 薩川 高宏 

      納富 正水 

（静岡県日本画連盟理事） 

（静岡県日本画連盟理事） 

（静岡県油彩美術家協会会長） 

（静岡県水彩画連盟顧問・静岡県文化協会副会長） 

（日展会友・日彫展会員） 

（日展委嘱・日彫展審査員） 

（静岡県工芸家協会理事） 

（静岡県工芸家協会理事） 

（静岡県書道連盟会長） 

（静岡県書道連盟理事長） 

（一般社団法人二科会写真部静岡支部長） 

（静岡県写真協会顧問） 

 

審査日・審査場所 

 平成２６年１月１５日（水） 静岡県立美術館県民ギャラリー 

 

賞の点数 

賞 名 受賞数 日本画 洋画 彫刻 工芸 書 写真 

静岡県知事賞 
各部門１点 
（計６点） 

１ １ １ １ １ １ 

公益財団法人しずおか 
健康長寿財団理事長賞 

各部門１点 
（計６点） 

１ １ １ １ １ １ 

後援者特別賞 
（静岡新聞社・静岡放送賞、中日賞） 

各１点 
（計２点） 

 １  １   

金 賞 
各部門１点 
（計６点） 

1 1 1 1 1 1 

銀 賞 
各部門出品点数
の５％（計18点） 

2 8 1 3 2 2 

銅 賞 
各部門出品点数
の 10％（計33点） 

3 16 1 5 3 5 

部門合計 8 28 5 12 8 10 

最高齢者賞 
男女各１点 
（計２点） 

２ 

合 計 73 
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受賞作品一覧 
 
県知事賞                           ※敬称略 

部 門 出品者氏名 作品題名 年 齢 市 町 

日本画 武下 嘉夫 射光の渓流 70 富士市 

洋 画 太田 芙美子 不調和の美Ⅴ
ご

 75 富士市 

彫 刻 上原 清 薫風 76 長泉町 

工 芸 鈴木 淳一 岩山渓谷 80 磐田市 

書 渡邉 美江子 古今和歌集より 88 静岡市葵区 

写 真 齋藤 敏夫 傘寿の日 81 沼津市 

公益財団法人しずおか健康長寿財団理事長賞 
部 門 出品者氏名 作品題名 年 齢 市 町 

日本画 伊藤 雅章 希望 70 浜松市中区 

洋 画 赤堀 静子 枯百合 73 掛川市 

彫 刻 大場 啓史 若い女 76 松崎町 

工 芸 岡本 隆 北九州、戸畑祇園大山笠 87 掛川市 

書 栗田 芳安 「無礙」 80 森町 

写 真 髙野 千鶴子 春が来た 66 静岡市葵区 

静岡新聞社・静岡放送賞 
部 門 出品者氏名 作品題名 年 齢 市 町 

洋 画 小梁 金作 果実 86 焼津市 

中日賞 
部 門 出品者氏名 作品題名 年 齢 市 町 

工 芸 岡部 映子 雨の日 67 浜松市西区 

金 賞 
部 門 出品者氏名 作品題名 年 齢 市 町 

日本画 望月 規枝 波濤 69 富士宮市 

洋 画 佐野 弘 叫び 80 富士宮市 

彫 刻 田邊 悟 思い 71 牧之原市 

工 芸 井上 光枝 天空舞うオーロラ 64 浜松市北区 

書 進士 玄櫻 杜甫詩 70 静岡市清水区 

写 真 林 博視 流氷とともに 76 袋井市 

銀 賞 
部 門 出品者氏名 作品題名 年 齢 市 町 

日本画 
大場 節郎 湖畔に立つ靄 86 袋井市 

髙柳 克夫 峠の国盗り綱引き合戦 82 浜松市北区 

洋 画 

増田 初恵 未来と未来 65 静岡市葵区 

土屋 勝陽司 港 76 下田市 

髙山 栄子 奏でる 83 掛川市 

柴田 澄子 りょう太郎の台風と私 70 静岡市葵区 

山本 政江 裸婦デッサン会 70 掛川市 

久田 庫男 土壁のソネット 83 静岡市葵区 

鈴木 洋子 残暑 66 浜松市浜北区 

鈴木 島根 僅かな記憶 71 沼津市 

彫 刻 松下 明子 いったるぜ 74 藤枝市 

工 芸 

寺田 智葉 早春から初夏の楽しみ 66 浜松市浜北区 

内山 松夫 竹林の墨煙 75 磐田市 

石原 道子 堺更紗 76 下田市 

書 
加藤 桂三 とこしえの願い 76 浜松市北区 

戸田 幸良 揮毫落紙如雲煙 83 浜松市中区 

写 真 
黒田 浩二 本栖湖の朝 69 島田市 

鷲巣 茂男 修行僧がゆく 67 静岡市駿河区 
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銅 賞 

部 門 出品者氏名 作品題名 年 齢 市 町 

日本画 

菅沼 辰夫 夏のおわりに 85 浜松市北区 

岸田 かよ子 冬ぼたん 78 三島市 

永井 清勝 〝居酒屋〝 72 熱海市 

洋 画 

髙下 和義 システム考 24 72 静岡市駿河区 

大石 廉一 宿り木 75 静岡市駿河区 

四ノ宮 修一 茶畑に咲く塩本の桜 66 牧之原市 

大石 富美枝 夕焼け 84 静岡市葵区 

和田 春代 思い出の山道 72 静岡市駿河区 

大塚 順子 色を位置する 72 焼津市 

神田 健司 忍野八海・鏡池 65 函南町 

堀井 義介 妻籠宿 81 静岡市駿河区 

江川 保隆 光采陸離 77 藤枝市 

藤牧 正弘 嵐の前 72 焼津市 

滝 晴雄 沿線の町（清見寺町） 83 静岡市清水区 

山田 富司 傷痕 75 袋井市 

岡本 治正 千の慈悲（千体千手観音） 70 富士宮市 

岡川 夕美子 ＜チロ＞わたしのすきな場所 72 伊東市 

田中 正太郎 亀裂 70 浜松市浜北区 

岡本 道子 日本一の富士 64 伊東市 

彫 刻 古川 三千雄 うれしい 76 浜松市中区 

工 芸 

安田 豊子 早春の花茎 75 富士市 

小林 博子 武者絵 66 三島市 

彦根 雅行 碧 64 函南町 

山本 美代子 古布裂「内裏雛」男雛と女雛（うさぎ人形） 72 掛川市 

岩邉 禎彦 織部釉彫込み模様飾り壺 62 静岡市清水区 

書 

栗田 煌水 俳句（12 句） 81 静岡市清水区 

大瀧 静芳 梅堯臣詩 85 静岡市清水区 

西山 裕三 大織冠伝 74 富士市 

写 真 

井田 愛子 八朔の日 79 静岡市駿河区 

中津川 清 現役 400 年・秀吉も見た桜 65 浜松市南区 

山本 拓史 西伊豆の夕景 71 富士市 

影山 久雄 残照の富士 87 富士宮市 

北山 末子 ぺロリ～ン 「わ～」 68 浜松市北区 

最高齢者賞（男性） 

部 門 出品者氏名 作品題名 年 齢 市 町 

日本画 沼田 好策 桃源台から芦ノ湖 92 長泉町 

最高齢者賞（女性） 

部 門 出品者氏名 作品題名 年 齢 市 町 

工 芸 堀内 まつね 蛍草 90 御殿場市 
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受賞作品寸評 
 

 

県知事賞 

 

【日本画部門】 

 

「射光の渓流」    

武下 嘉夫  70歳  富士市 

 新緑の中、緑が目に飛んでくる。清流が流れ

右上から下方に向かう流れがここちよい。 

凛とした気持ちの良いさわやかな作品に仕

上がっています。 

 

 

 

 

【洋画部門】 

 

「不調和の美Ⅴ
ご

」   

太田 芙美子  75 歳  富士市 

 かぼちゃを輪切りにしたときの驚きと感動

を動機として新しい絵をつくり出している。 

自然物の生命力の内面に、自分のエピソード

記憶を刻み込んでいる。感性の質に共感できる。 

 

 

 

【彫刻部門】 

 

「薫風」       

上原 清  76歳  長泉町 

憂いを秘めた乙女の瞳と失われた腕は見る人

に何かを語りかける。中品ながら量感がありバラ

ンス、ポーズ共に確かなモデリングによって完成

度の高い作品となっている。 
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【工芸部門】 

 

「岩山渓谷」    

鈴木 淳一  80歳  磐田市 

確かな技術が奥行きのある静謐とした世界観

を醸し出している。ペールブルーの空と木々や

岩のグラデーションが美しく、それらに囲まれ

た光る川面が印象的な秀作である。 

 

 

 

【書部門】 

 

「古今和歌集より」 

渡邉 美江子 88歳 静岡市葵区 

本美術展において珍しいかな作品

の受賞です。永い間の努力が実を結び

ました。強い線、明るいタッチで自信

を持った運筆、澄明感の高い見事な作

品です。更なる御精進を。 

 

 

【写真部門】 

 

「傘寿の日」   

齋藤 敏夫  81歳  沼津市 

暖色系の光のなかで８０歳の傘寿を祝う雰

囲気が画面の隅々まで満遍なく漲っている。御

馳走が並ぶテーブルの手前側にも大勢の家族

が座っているのがうかがいしれる。 

  

11



公益財団法人しずおか健康長寿財団理事長賞 

 

【日本画部門】  

「希 望」      

伊藤 雅章  70歳  浜松市中区 

 オカリナを演奏している風景が楽しそうに伝

わってきます。 

楕円形の構図で右に余白を持ち、広がりが感

じられます。ベージュ、白、ピンク、緑青、色

もさわやかです。 

 

 

 

【洋画部門】 

「枯百合」    

赤堀 静子  73歳  掛川市 

 水彩の特色を生かし、楽しんで表現している。

枯百合の色や形の変化が画面に動きを与えてい

る。また、細い線の積み重ねが画面全体を引き

しめている。  

 

 

 

【彫刻部門】 

「若い女」    

大場 啓史  76歳  松崎町 

健康で若々しい娘さんの表情がよく表現され

て全体のバランスもよく研究されており制作者

の力量がうかがえる秀作である。 

 

 

【工芸部門】 

「北九州、戸畑祇園大山笠」          

岡本 隆   87歳  掛川市 

 廃材の割箸を利用しての作品。細か

く丁寧に山車や人々を作り上げ、お祭

りの躍動感が伝わってきます。次回は

静岡まつりなど県内のお祭りも表現し

てみて下さい。 
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【書部門】 

「無 礙」        

栗田 芳安  80歳  森町 

無礙の二字、青墨の味を見事に演出して明鏡止水

の奥深き作品と成った。落款の位置も適当で文字の

淡さを引き立てている。すこやか長寿祭にふさわし

い元気のみなぎった作品。 

 

 

 

 

【写真部門】 

「春が来た」      

髙野 千鶴子  66 歳  静岡市葵区 

 早春の少しばかり温かくなって来た日、ファ

ミリーで梅の花を楽しんでいる様子が、ペット

の喜んで飛びはねてる動作から感じ取れます。

周りの雰囲気を見せながら見事に描写しました。 

 

 

静岡新聞社・静岡放送賞 

 

「果 実」（洋画部門）  

小梁 金作  86歳  焼津市 

画面全体の動勢と、色調や質感の対比の中に、

かなり概念的な赤いリンゴが何かに乗っかっ

ている。自分の思うように絵にしていこうとい

う作画姿勢が感じられる。 

 

中日賞 

 

「雨の日」（工芸部門）  

岡部 映子  67歳  浜松市西区 

降る雨と波紋が素朴かつ繊細に表現され、静

かな雨の日を感じさせる。赤い金魚や蓮の葉が

水中に溶け込み、ちぎり絵の技法を生かした独

特の世界が美しい。 
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最高齢者賞 

 

【男性】 

「桃源台から芦ノ湖」（日本画部門）  

沼田 好策  92歳  長泉町 

画面全体の哀愁をおびた色調が作者の心の

長い歴史を表しているようです。 

自然の持つ静かな美しさ、伸びやかな風景

の広がりを感じさせます。 

 

 

【女性】 

「蛍 草」（工芸部門） 

堀内 まつね  90 歳  御殿場市 

全体を七宝文様の中に蛍草をアレンジして、

白地と藍色のモノトーンで、心が落ちつきます。

一針一針心をこめて縫い上げる作者の姿が目

に浮かびます。心暖かな作品です。 
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作品一覧 
 

洋画部門【前期展示（1/17～1/21）】 

部門番号 受付番号 題 名 氏 名 性別 年齢 市町 備考 

洋画-1 2 東海道丸子の宿(宇津の谷)附近 金丸 曜己 男 78 静岡市 
 

洋画-2 3 不調和の美Ⅴ
ご

 太田 芙美子 女 75 富士市 県知事賞 

洋画-3 5 システム考 24 髙下 和義 男 72 静岡市 銅賞 

洋画-4 6 BEANS 小野田アヤ子 女 68 静岡市 
 

洋画-5 7 狩野川 一本桜 外川 雄章 男 71 長泉町 
 

洋画-6 8 まんまる丸く（愛宕羅漢） 深澤 晃 男 72 沼津市 
 

洋画-7 11 宇津谷峠 清水 英雄 男 72 浜松市 
 

洋画-8 13 旅の思い出 高千穂の夜神楽 望月 康男 男 74 裾野市 
 

洋画-9 15 薩埵峠からの富士山 青木 かな枝 女 81 静岡市 
 

洋画-10 16 霊峰富士の雄姿（薩埵峠より） 海野 榮一 男 88 静岡市 
 

洋画-11 19 生命力 佐塚 九十九 男 75 島田市 
 

洋画-12 21 碧のやすらぎ 中野 政之 男 68 焼津市 
 

洋画-13 22 落勢（昇仙峡の滝） 米澤 正夫 男 75 焼津市 
 

洋画-14 23 興津龍津寺鐘撞堂 山本 周二 男 84 静岡市 
 

洋画-15 24 蔦の細道廻沢口 永野 勲 男 76 静岡市 
 

洋画-16 26 支える 髙尾 善五 男 77 磐田市 
 

洋画-17 27 港 土屋 勝陽司 男 76 下田市 銀賞 

洋画-18 28 愛しい手 曽根 金美 女 62 菊川市 
 

洋画-19 29 亀裂 田中 正太郎 男 70 浜松市 銅賞 

洋画-20 30 ふる里列車 横田 準一 男 78 浜松市 
 

洋画-21 32 雪中の塔 伴野 直子 女 83 浜松市 
 

洋画-22 33 秋の食後 榊原 活 女 86 静岡市 
 

洋画-23 36 富士山頂（噴火口） 三輪 節夫 男 72 吉田町 
 

洋画-24 37 額紫陽花 小倉 栄祐 男 72 静岡市 
 

洋画-25 39 時節 青野 みね子 女 63 静岡市 
 

洋画-26 42 夕焼け 大石 富美枝 女 84 静岡市 銅賞 

洋画-27 43 大奴 吉川 正 男 75 森町 
 

洋画-28 47 馬方 岡平 勝義 男 75 浜松市 
 

洋画-29 49 残暑 鈴木 洋子 女 66 浜松市 銀賞 

洋画-30 50 帰り道 辻田 紀 女 77 静岡市 
 

洋画-31 54 長良川と夕映えの金華山 永井 健夫 男 63 清水町 
 

洋画-32 57 出航間近 大田 敬規 男 76 富士市 
 

洋画-33 65 迷いのなかから 藤田 峰子 女 60 焼津市 
 

洋画-34 68 宿り木 大石 廉一 男 75 静岡市 銅賞 

洋画-35 69 村のシンボル 戸塚 雅子 女 73 焼津市 
 

洋画-36 73 バレリーナ「稽古の合間」 藤田 すみ子 女 84 静岡市 
 

洋画-37 80 山の彩り 勝又 栄三郎 男 78 御殿場市 
 

洋画-38 82 安曇野 小林 春 男 75 伊豆の国市 
 

洋画-39 83 トラッド 田中 玄 男 68 湖西市 
 

洋画-40 84 千の慈悲（千体千手観音） 岡本 治正 男 70 富士宮市 銅賞 
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部門番号 受付番号 題 名 氏 名 性別 年齢 市町 備考 

洋画-41 85 軒下 鈴木 みさ江 女 70 静岡市 
 

洋画-42 86 里山の風景 小粥 勝雄 男 72 藤枝市 
 

洋画-43 87 富士登山 徳丸 勉 男 77 静岡市 
 

洋画-44 89 未来と未来 増田 初恵 女 65 静岡市 銀賞 

洋画-45 90 水車 植田 利夫 男 77 牧之原市 
 

洋画-46 91 茶畑に咲く塩本の桜 四ノ宮 修一 男 66 牧之原市 銅賞 

洋画-47 97 裸婦デッサン会 山本 政江 女 70 掛川市 銀賞 

洋画-48 98 奥入瀬 初秋 中嶋 正二 男 81 伊東市 
 

洋画-49 101 日本一の富士 岡本 道子 女 64 伊東市 銅賞 

洋画-50 103 土壁のソネット 久田 庫男 男 83 静岡市 銀賞 

洋画-51 109 河口の秋 北村 元得 男 77 焼津市 
 

洋画-52 112 忍野八海・鏡池 神田 健司 男 65 函南町 銅賞 

洋画-53 113 妻籠宿 堀井 義介 男 81 静岡市 銅賞 

洋画-54 114 カラコルムの思い出 濱地 克郎 男 64 静岡市 
 

洋画-55 116 朝日に輝く 小林 豊子 女 66 静岡市 
 

洋画-56 117 暁 伊藤 仁子 女 72 沼津市 
 

洋画-57 118 らんぷ 三島 勝 男 70 浜松市 
 

洋画-58 119 いのり 戸田 恵美子 女 69 沼津市 
 

洋画-59 120 流れ 小野 雅史 男 78 島田市 
 

洋画-60 127 フィヨルドを航く。（ニュージランド） 本田 君子 女 72 静岡市 
 

洋画-61 128 静かな漁場 加賀見 建輔 男 73 伊東市 
 

洋画-62 130 イギリスの小さな村 太田 智子 女 80 函南町 
 

洋画-63 132 堂が島 髙橋 治代 女 63 掛川市 
 

洋画-64 133 群勇の集い 勝呂 武 男 76 伊豆の国市 
 

洋画-65 135 光采陸離 江川 保隆 男 77 藤枝市 銅賞 

洋画-66 136 裸婦 青木 信一 男 72 静岡市 
 

洋画-67 139 果てしなきエネルギー 小川 泰弘 男 69 静岡市 
 

洋画-68 143 石庭に遊ぶみ仏 赤堀 和江 女 77 焼津市 
 

洋画-69 144 雪の木曽駒 金指 克己 男 72 伊豆の国市 
 

洋画-70 145 祈る 山中 數之 男 85 静岡市 
 

洋画-71 149 築．100 年 水野 清春 男 70 伊東市 
 

洋画-72 156 奏でる 髙山 栄子 女 83 掛川市 銀賞 

洋画-73 157 思惟 村越 寧子 女 69 沼津市 
 

洋画-74 158 ブルージュ運河Ⅱ 丸山 利矩 男 71 磐田市 
 

洋画-75 160 水温む 池上 正 男 87 静岡市 
 

洋画-76 161 沿線の町（清見寺町） 滝 晴雄 男 83 静岡市 銅賞 

洋画-77 166 牛骨 松下 孫一 男 63 静岡市 
 

洋画-78 168 近江・八幡堀風景 髙木 左内 男 73 三島市 
 

洋画-79 170 落椿 鍋田 由美子 女 68 静岡市 
 

洋画-80 172 僅かな記憶 鈴木 島根 男 71 沼津市 銀賞 
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部門番号 受付番号 題 名 氏 名 性別 年齢 市町 備考 

洋画-81 174 平和への祈り 竹川 瑞子 女 72 富士宮市 
 

洋画-82 175 風薫る 勝又 祥介 男 76 静岡市 
 

洋画-83 177 枯百合 赤堀 静子 女 73 掛川市 理事長賞 

洋画-84 179 紅葉 ふくべの大滝 池田 敬正 男 71 静岡市 
 

洋画-85 180 樹間の塔（方向寺） 三瓶 須恵子 女 67 磐田市 
 

洋画-86 181 初秋の金鱗湖 藤田 和子 女 75 静岡市 
 

洋画-87 189 農業協同組合米倉庫。 村松 和憲 男 76 浜松市 
 

洋画-88 190 大石 石垣 亨 男 78 静岡市 
 

洋画-89 191 果物 前田 清春 男 70 静岡市 
 

洋画-90 192 「天空の棲」－遠山郷 髙橋 義之 男 78 静岡市 
 

洋画-91 194 古道 大塚 宜男 男 66 焼津市 
 

洋画-92 195 山百合 板倉 康夫 男 76 牧之原市 
 

洋画-93 200 木蓮 松居 純子 女 71 静岡市 
 

洋画-94 202 寒霞渓夕景 松下 ひろし 男 73 三島市 
 

洋画-95 203 雪の山里 桜井 寛明 男 78 函南町 
 

洋画-96 209 収穫を待つ 河野 修治 男 74 静岡市 
 

洋画-97 212 彼方へ 紅野 さゆみ 女 74 沼津市 
 

洋画-98 213 「巴里・サンジェルマン・デ・プレ街」 阿部 直美 女 78 伊東市 
 

洋画-99 214 紅葉の昇仙峡 山川 勇 男 81 静岡市 
 

洋画-100 216 役を終えて！ 荻野 三男 男 82 磐田市 
 

洋画-101 217 昼下がりの路地裏 飯塚 辰江 女 77 富士市 
 

洋画-102 218 初冠雪 塩原 譲 男 83 静岡市 
 

洋画-103 220 心を染めるニ胡のしらべ 井上 幸美 女 64 静岡市 
 

洋画-104 224 停泊 大髙 惠美子 女 67 浜松市 
 

洋画-105 227 美しい秋の山 後藤 美代子 女 89 静岡市 
 

洋画-106 228 ピンクの唇 篠崎 稔 男 75 静岡市 
 

洋画-107 230 杜 磯部 輝幸 男 75 浜松市 
 

洋画-108 231 ダンスの仲間 飯島 眞知子 女 81 伊東市 
 

洋画-109 232 夜店の金魚（こんなに） 福本 清子 女 80 伊東市 
 

洋画-110 233 雪景色 寺田 栄子 女 81 熱海市 
 

洋画-111 234 伊東・川奈港 斉藤 郁江 女 80 伊東市 
 

洋画-112 235 さくら 飯島 三千子 女 77 函南町 
 

洋画-113 245 白馬三山 山川 清 男 82 静岡市 
 

洋画-114 246 秋の本栖湖 清水 千代子 女 72 掛川市 
 

洋画-115 247 息子の中学時代の部屋 塩川 敬子 女 79 富士宮市 
 

洋画-116 248 古代遺産への案内人（ギザ） 新畑 恭子 女 70 富士宮市 
 

洋画-117 249 黒玉子に出会う大涌谷 本田 末光 男 80 清水町 
 

洋画-118 250 忘れられた庭石 石川 房代 女 65 静岡市 
 

洋画-119 251 色を位置する 大塚 順子 女 72 焼津市 銅賞 

洋画-120 252 能面考 池田 馨 男 87 藤枝市 
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部門番号 受付番号 題 名 氏 名 性別 年齢 市町 備考 

洋画-121 255 秋色の安倍川 安本 良雄 男 66 静岡市 
 

洋画-122 266 北御門（駿府城公園） 小柳 謹吾 男 74 静岡市 
 

洋画-123 269 木の葉のささやき 法月 静 女 76 静岡市 
 

洋画-124 270 幸せ家族 杉浦 吉一 男 79 浜松市 
 

洋画-125 271 五つの林檎 石間 みつ子 女 63 焼津市 
 

洋画-126 273 りょう太郎の台風と私 柴田 澄子 女 70 静岡市 銀賞 

洋画-127 274 場外ホームラン 河合 亨 男 84 浜松市 
 

洋画-128 282 生生化育 岡本 雪江 女 63 菊川市 
 

洋画-129 284 マケナ、ビーチ 小牧 登美子 女 75 静岡市 
 

洋画-130 290 陽だまり 笹竹 くに子 女 70 静岡市 
 

洋画-131 294 パープルの髪飾り 藤村 正子 女 70 清水町 
 

洋画-132 295 畑の朝 杉山 勝良 男 65 静岡市 
 

洋画-133 299 私のパワースポット 前田 文子 女 68 浜松市 
 

洋画-134 301 雨の恵那岩村 船倉 美子 女 71 三島市 
 

洋画-135 304 田貫湖・北ボート桟橋 植松 徹 男 62 沼津市 
 

洋画-136 305 舞うーⅡ 松下 哲寿 男 76 藤枝市 
 

洋画-137 308 チンドンがやって来た日 小杉 省三 男 74 磐田市 
 

洋画-138 313 あの時々の空 青木 光枝 女 72 静岡市 
 

洋画-139 314 鼓動 藤本 美恵 女 63 長泉町 
 

洋画-140 316 青の風景 遠藤 伸一郎 男 76 富士宮市 
 

洋画-141 318 上野・正木記念館 山神 利秋 男 65 浜松市 
 

洋画-142 319 夢ふくらむ春 中山 宏之 男 78 菊川市 
 

洋画-143 320 ＜チロ＞わたしのすきな場所 岡川 夕美子 女 72 伊東市 銅賞 

洋画-144 321 宿樹 駒田 妙子 女 78 伊東市 
 

洋画-145 322 夏去る海 大平 晴彦 男 79 藤枝市 
 

洋画-146 323 青春の群像（昭和 35 年修学旅行） 白鳥 雅規 男 70 静岡市 
 

洋画-147 325 模索 岡 邦知 男 76 静岡市 
 

洋画-148 326 明日は 髙橋 佳男 男 76 伊豆の国市 
 

洋画-149 327 花火 斎藤 勉 男 67 静岡市 
 

洋画-150 328 果実 小梁 金作 男 86 焼津市 静岡新聞社・静岡放送賞  

洋画-151 329 さざえたちのつぶやき 佐藤 珠代 女 79 掛川市 
 

洋画-152 333 里山の風景 吉川 正幸 男 61 掛川市 
 

洋画-153 337 嵐の前 藤牧 正弘 男 72 焼津市 銅賞 

洋画-154 340 どこからどこへ 永井 勝 男 70 藤枝市 
 

洋画-155 345 三年目の枝に咲いた葉ボタン 石川 紀美恵 女 74 静岡市  

洋画-156 347 傷痕 山田 富司 男 75 袋井市 銅賞 

洋画-157 348 小さい秋みつけた 内田 喜久子 女 69 伊東市  

洋画-158 350 叫び 佐野 弘 男 80 富士宮市 金賞 

洋画-159 351 思い出の山道 和田 春代 女 72 静岡市 銅賞 

洋画-160 354 ＬＯＶＥ・トリケラトプス 伊藤 静子 女 73 浜松市 
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日本画部門【後期展示（1/23～1/26）】 

部門番号 受付番号 題 名 氏 名 性別 年齢 市町 備考 

日本画-1 1 歩喜益 岩崎 勝夫 男 69 静岡市 
 

日本画-2 34 山肌に素朴な佇まい 鈴木 秀夫 男 81 富士市 
 

日本画-3 35 夏のおわりに 菅沼 辰夫 男 85 浜松市 銅賞 

日本画-4 38 湖畔に立つ靄 大場 節郎 男 86 袋井市 銀賞 

日本画-5 44 希望 伊藤 雅章 男 70 浜松市 理事長賞 

日本画-6 55 桃源台から芦ノ湖 沼田 好策 男 92 長泉町 最高齢者賞（男性） 

日本画-7 96 上高地の映光 山崎 恒彦 男 87 浜松市 
 

日本画-8 106 秋彩 青島 新一 男 80 藤枝市 
 

日本画-9 108 ひと時 加藤 弘美 女 70 浜松市 
 

日本画-10 125 奥浜名湖の風景 寺田 つたゑ 女 73 浜松市 
 

日本画-11 198 湿原を走るノロッコ号 中村 芳江 女 66 富士宮市 
 

日本画-12 199 笠ヶ岳 森田 あい子 女 73 浜松市 
 

日本画-13 204 カンナ燃え立つ 高橋 富佐恵 女 74 御前崎市 
 

日本画-14 215 射光の渓流 武下 嘉夫 男 70 富士市 県知事賞 

日本画-15 221 スターへの道 望月 幸次 男 68 静岡市 
 

日本画-16 236 竜神と役行者達 秋山 忠昭 男 70 熱海市 
 

日本画-17 238 魚沼の里 鈴木 アイ子 女 75 三島市 
 

日本画-18 239 波濤 望月 規枝 女 69 富士宮市 金賞 

日本画-19 242 山居倉庫 水野 あい子 女 81 富士市 
 

日本画-20 243 神 西沢 資寿 男 90 浜松市 
 

日本画-21 258 あじさいの小路 風間 かね子 女 76 三島市 
 

日本画-22 259 ジャーマンアイリス 小松 幸子 女 63 三島市 
 

日本画-23 260 慈愛 柴原 英子 女 74 三島市 
 

日本画-24 263 冬ぼたん 岸田 かよ子 女 78 三島市 銅賞 

日本画-25 264 菊 水口 喜代子 女 71 三島市  

日本画-26 276 峠の国盗り綱引き合戦 髙柳 克夫 男 82 浜松市 銀賞 

日本画-27 300 あーちゃんの誕生日 船倉 禎二 男 80 三島市  

日本画-28 303 雨あがる 前澤 すみ江 女 80 富士宮市  

日本画-29 317 タッ・ターン 野村 和彦 男 72 磐田市 
 

日本画-30 338 〝居酒屋〝 永井 清勝 男 72 熱海市 銅賞 

日本画-31 353 富士山 岡元 鉄夫 男 84 沼津市 
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彫刻部門【後期展示（1/23～1/26）】 

部門番号 受付番号 題 名 氏 名 性別 年齢 市町 備考 

彫刻-1 17 富士山世界文化遺産（歌詞）富士山 古郡 春峰 男 81 静岡市 
 

彫刻-2 40 うれしい 古川 三千雄 男 76 浜松市 銅賞 

彫刻-3 46 薫風 上原 清 男 76 長泉町 県知事賞 

彫刻-4 48 とうちゃん釣れたよ 杉山 巳之留 男 84 静岡市 
 

彫刻-5 70 思い 田邊 悟 男 71 牧之原市 金賞 

彫刻-6 78 お茶坊や 白形 絹代 女 77 静岡市 
 

彫刻-7 122 十二神将（迷企羅大将） 西谷 みき子 女 68 静岡市 
 

彫刻-8 123 金剛神 齋藤 成一 男 70 浜松市 
 

彫刻-9 129 聖観音 富田 滋 男 69 浜松市 
 

彫刻-10 141 仏塔一仏 諸星 晃司 男 76 静岡市 
 

彫刻-11 183 若い女 大場 啓史 男 76 松崎町 理事長賞 

彫刻-12 229 円空仏（金剛神） 髙林 良孝 男 65 浜松市 
 

彫刻-13 280 阿弥蛇如来立像 増田 啓三 男 74 静岡市 
 

彫刻-14 306 いったるぜ 松下 明子 女 74 藤枝市 銀賞 
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工芸部門【後期展示（1/23～1/26）】 

部門番号 受付番号 題 名 氏 名 性別 年齢 市町 備考 
工芸-1 9 焼締め壺 鈴木 利幸 男 66 磐田市  
工芸-2 12 花入沼津萩焼 秋田 勝美 男 73 沼津市  
工芸-3 14 灰釉貼花紋瓶 東中 一夫 男 65 磐田市  
工芸-4 20 首里花織着物 城間 早苗 女 73 清水町  
工芸-5 52 浜松城と桜 原田 ひでよ 女 77 浜松市  
工芸-6 66 遠州横須賀の祢里（屋台） 宇田 敬一 男 68 掛川市  
工芸-7 67 寿ぐ不二シリーズ＝三保＝ 中村 輝男 男 79 浜松市  
工芸-8 77 羽たく日輪 相馬 清之助 男 76 河津町  
工芸-9 79 オブジェ 木目の饗宴 増井 久男 男 86 静岡市  
工芸-10 88 早春の花茎 安田 豊子 女 75 富士市 銅賞 
工芸-11 94 紅白梅花 吊し飾り 久保田 里子 女 80 清水町  
工芸-12 95 天空舞うオーロラ 井上 光枝 女 64 浜松市 金賞 
工芸-13 102 堺更紗 石原 道子 女 76 下田市 銀賞 
工芸-14 105 秋光 荻原 三枝子 女 61 沼津市  
工芸-15 111 陶板染付神沢のおくない「夜明けの獅子」 石野 重利 男 72 浜松市  
工芸-16 115 世界遺産 須貝 七郎 男 78 浜松市  
工芸-17 121 散歩道（明り） 寺田 博子 女 69 磐田市  
工芸-18 126 ふるさとの秋 寺田 ちゑ子 女 81 森町  
工芸-19 137 なかよし 大澤 政夫 男 68 静岡市  
工芸-20 140 北九州、戸畑祇園大山笠 岡本 隆 男 87 掛川市 理事長賞 
工芸-21 146 熾灼 大石 美保子 女 69 藤枝市  
工芸-22 148 碧 彦根 雅行 男 64 函南町 銅賞 
工芸-23 151 花みずき 古山 秀代 女 82 浜松市  
工芸-24 152 晩秋 杉本 美奈子 女 83 浜松市  
工芸-25 153 一夜城 本多 光子 女 74 浜松市  
工芸-26 154 若葉の頃 足立 みさ子 女 79 浜松市  
工芸-27 162 街の風 山本 鉄夫 男 66 森町  
工芸-28 163 びわ 山本 立子 女 66 森町  
工芸-29 164 蛍草 堀内 まつね 女 90 御殿場市 最高齢者賞（女性） 
工芸-30 171 松本城 深見 道子 女 78 静岡市  
工芸-31 176 花のモチーフ 岩本 久枝 女 68 島田市  
工芸-32 184 岩山渓谷 鈴木 淳一 男 80 磐田市 県知事賞 
工芸-33 193 夏野の香り 森田 澄子 女 76 静岡市  
工芸-34 196 移ろい 紀野 好佑 男 78 静岡市  
工芸-35 205 トンボ 池田 勝江 女 71 静岡市  
工芸-36 206 創作アート盆栽「松・竹・梅」 太田 あさ子 女 87 静岡市  
工芸-37 237 牡丹 森下 進 男 73 島田市  
工芸-38 240 被災地の復興を祈る 五條 宜子 女 73 静岡市  
工芸-39 244 ゆかいな仲間たち（ピエロ） 圓谷 隆子 女 73 静岡市  
工芸-40 261 高砂 三枝 正子 女 80 三島市  
工芸-41 262 武者絵 小林 博子 女 66 三島市 銅賞 
工芸-42 272 我が富士山の世界遺産になる日 岩本 新一 男 70 沼津市  
工芸-43 277 テラリュウム～植物たちの快適な住まい～ 富永 優子 女 64 浜松市  
工芸-44 296 早春から初夏の楽しみ 寺田 智葉 女 66 浜松市 銀賞 
工芸-45 297 織部釉彫込み模様飾り壺 岩邉 禎彦 男 62 静岡市 銅賞 
工芸-46 302 雨の日 岡部 映子 女 67 浜松市 中日賞 
工芸-47 310 竹林の墨煙 内山 松夫 男 75 磐田市 銀賞 
工芸-48 332 先人からの贈り物 長島 光彰 男 69 静岡市  
工芸-49 336 春の夜明け 須藤 節子 女 64 浜松市  
工芸-50 343 情熱 青木 和代 女 63 浜松市  
工芸-51 344 古布裂「内裏雛」男雛と女雛（うさぎ人形） 山本 美代子 女 72 掛川市 銅賞 
工芸-52 349 しあわせ家族（静岡県の鳥 三光鳥 ほぼ実物大) 勝又 トミ子 女 73 静岡市  

21



書部門【後期展示（1/23～1/26）】 

部門番号 受付番号 題 名 氏 名 性別 年齢 市町 備考 

書-1 25 秋類十四文字集より 髙橋 市郎 男 80 三島市 
 

書-2 31 朱熹詩 偶成 伴野 宏行 男 83 浜松市 
 

書-3 58 梅堯臣詩 大瀧 静芳 女 85 静岡市 銅賞 

書-4 59 杜甫詩 進士 玄櫻 女 70 静岡市 金賞 

書-5 60 王維詩 竹田 瑛香 女 71 静岡市 
 

書-6 61 臨傳山 三ツ井 清翠 女 77 静岡市 
 

書-7 62 梅尭臣詩 森 簫心 女 83 静岡市 
 

書-8 63 臨傅山 矢入 春心 女 80 静岡市 
 

書-9 74 虚心無想 塚本 三千子 女 80 静岡市 
 

書-10 75 無縫 笹津 治子 女 75 沼津市 
 

書-11 76 祝 世界遺産 高橋 敏夫 男 71 磐田市 
 

書-12 92 秋日別庾正員（秋日庾正員に別る） 滝川 明子 女 74 伊豆市 
 

書-13 93 夏日間坐 徐璣詩 滝川 肇 男 84 伊豆市 
 

書-14 104 剛毅木訥近仁 池谷 海風 男 84 浜松市 
 

書-15 124 和歌 横山 孝子 女 70 静岡市 
 

書-16 131 とこしえの願い 加藤 桂三 男 76 浜松市 銀賞 

書-17 142 五色の慶雲を詠ず 落合 巌 男 85 菊川市 
 

書-18 178 一乗谷の雪 鈴木 雅砂子 女 68 森町 
 

書-19 186 今日無事 渥美 千賀子 女 70 静岡市 
 

書-20 188 揮毫落紙如雲煙 戸田 幸良 男 83 浜松市 銀賞 

書-21 197 河 山梨 公子 女 89 静岡市 
 

書-22 207 俳句（12 句） 栗田 煌水 男 81 静岡市 銅賞 

書-23 208 「無礙」 栗田 芳安 男 80 森町 理事長賞 

書-24 211 大織冠伝 西山 裕三 男 74 富士市 銅賞 

書-25 222 眠雲聴泉 増田 景水 男 70 焼津市 
 

書-26 253 古今和歌集より 渡邉 美江子 女 88 静岡市 県知事賞 

書-27 254 瑞烟呈福壽 塚本 陽一 男 79 島田市 
 

書-28 257 遠 望月 まさ子 女 82 静岡市 
 

書-29 275 霏 松尾 之計巳 女 72 沼津市 
 

書-30 307 王翰涼州詞より 醉臥沙場 榊原 保禄 男 81 袋井市 
 

書-31 334 和顔愛語 榊原 貞雄 男 81 御前崎市 
 

書-32 335 富士山 榊原 君代 女 78 御殿場市 
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写真部門【後期展示（1/23～1/26）】 

部門番号 受付番号 題 名 氏 名 性別 年齢 市町 備考 

写真-1 4 変貌 福島 好巳 男 78 富士市 
 

写真-2 10 「箱根湿生」 朝比奈 郁身 男 77 静岡市 
 

写真-3 18 がんばるおばあちゃん 河原崎 久和 男 76 静岡市 
 

写真-4 41 農兵節 功刀 賢 男 84 函南町 
 

写真-5 45 凛 網代 勝一郎 男 87 静岡市 
 

写真-6 51 笠雲変容 駒木 貞義 男 78 富士市 
 

写真-7 53 夏の夜の饗宴 渥美 和恵 男 84 浜松市 
 

写真-8 56 流氷とともに 林 博視 男 76 袋井市 金賞 

写真-9 72 本栖湖の朝 黒田 浩二 男 69 島田市 銀賞 

写真-10 81 僕らの田舎のヒイばあばと 倉田 誠 男 75 浜松市 
 

写真-11 99 猛暑が見える 小嶋 富雄 男 76 静岡市 
 

写真-12 100 くつが鳴る 小嶋 久江 女 72 静岡市 
 

写真-13 107 茶摘娘ヨ 井川 勝義 男 81 函南町 
 

写真-14 110 五月の風 髙田 誠二 男 81 静岡市 
 

写真-15 134 八朔の日 井田 愛子 女 79 静岡市 銅賞 

写真-16 138 ヤマセミの飛翔 海野 昭彦 男 77 小山町 
 

写真-17 147 現役 400年・秀吉も見た桜 中津川 清 男 65 浜松市 銅賞 

写真-18 150 草原の春 矢野 秋男 男 70 三島市 
 

写真-19 155 湖畔 伊東 孝 男 85 静岡市 
 

写真-20 159 修行僧がゆく 鷲巣 茂男 男 67 静岡市 銀賞 

写真-21 165 西伊豆の夕景 山本 拓史 男 71 富士市 銅賞 

写真-22 167 生きる 小俣 佳昭 男 74 沼津市 
 

写真-23 169 傘寿の日 齋藤 敏夫 男 81 沼津市 県知事賞 

写真-24 173 花街 綾木 恵子 女 68 静岡市 
 

写真-25 182 春のおとづれ 寺田 稔 男 79 静岡市 
 

写真-26 187 なかよし 高橋 豊 男 79 函南町 
 

写真-27 210 美の極致 岩瀬 信一郎 男 81 静岡市 
 

写真-28 219 絆 鷲巣 茂 男 70 静岡市 
 

写真-29 223 島田帯祭氏子総代 松浦 眞一郎 男 65 静岡市 
 

写真-30 225 春が来た 髙野 千鶴子 女 66 静岡市 理事長賞 

写真-31 226 雲海 下島 雅信 男 64 静岡市 
 

写真-32 241 残照の富士 影山 久雄 男 87 富士宮市 銅賞 

写真-33 256 祭りの秋 堀江 作太郎 男 90 藤枝市 
 

写真-34 265 昼下りの散歩 赤堀 佐智子 女 72 藤枝市 
 

写真-35 267 そっと触れて 小林 禎子 女 72 静岡市 
 

写真-36 268 奥庭の秋 高田 一男 男 76 静岡市 
 

写真-37 278 炎の雨 森 勇 男 81 静岡市 
 

写真-38 281 彩雲 青木 章 男 78 静岡市 
 

写真-39 285 「あどけなさ」 田村 一美 男 75 静岡市 
 

写真-40 286 金環日食 平野 岩夫 男 76 富士市 
 

写真-41 287 本門寺晩秋 平野 芳子 女 75 富士市 
 

写真-42 288 虹かかる 北山 國嗣 男 70 浜松市 
 

写真-43 289 ぺロリ～ン 「わ～」 北山 末子 女 68 浜松市 銅賞 

写真-44 291 逆利尻富士と泳ぐカモ 岩堀 義明 男 67 藤枝市 
 

写真-45 298 すてきな表情 坂本 裕章 男 73 藤枝市 
 

写真-46 311 湖沼の舟づり 山下 幸蔚 男 80 浜松市 
 

写真-47 315 竹とんぼ 大石 久雄 男 86 静岡市 
 

写真-48 324 水色に輝いて 塩崎 文明 男 62 沼津市 
 

写真-49 339 笑顔の早乙女 中坂 美喜子 女 74 浜松市 
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ねんりんピック美術展成績報告 
 

 

 前回の第１６回本美術展は、昨年１０月に高知県において開催されました「第

２６回全国健康福祉祭こうち大会（ねんりんピックよさこい高知２０１３）」の

静岡県、静岡市、浜松市の代表選考会を兼ねて実施しました。 

 本県からは３５作品（静岡県１２作品、静岡市１２作品、浜松市１１作品）

を出品し、全国大会の審査の結果、厚生労働大臣賞など４部門において４作品

が優秀な賞を見事に受賞されました。受賞おめでとうございました。 

 受賞された４作品を紹介します。 

  

厚生労働大臣賞 

 

【洋画部門】  

「少女とトランペット」 佐野 弘（富士宮市） 

 障害者施設を退職後、趣味として始めた絵画

ですが、所生から教えられたのは「命の大切さ」

でした。私の絵に常に表われる〝命〟というテ

ーマもその影響からくるものです。今回の作品

も東日本大震災時、津波で母を失った少女が、

瓦礫の中で母に贈られたトランペットを吹き、

母を偲び、感謝し、生きる意志を表わしている

報道記事に感動し、日本人の心に感動した私の

心を描くべく努力した作品です。生涯教えられ

るべき愚者でいきたい。 

 

【写真部門】  

「天空の舞」 山本 拓史（富士市） 

 会社を退職後、撮影を始めて 11年です。富

士山の四季折々の風景は、私の心を引き付けま

す。春は梅と桜、夏は登山道の灯りと夜空の星、

秋は紅葉の鮮やかな色彩、冬は雪景色の富士山

と色とりどりの風景写真が写せます。 

 天空の舞は９月中旬に静岡県裾野市で撮影

をしました。朝５時前に現地着、朝日が蕎麦畑

に当るまで待つこと 80 分。富士山の東側に吊

るし雲、蕎麦畑も朝日で輝き深まりゆく秋を感

じながらシャッターを押しました。 
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最高齢者賞 

 

【日本画部門】  

「富士を遥かに黄金崎」 沼田 好策（長泉町） 

 退職後「五十雀（ごじゅうから）山歩会」と

いう会に参加して、この会は日帰りバスで主に

県内の珍しい風景がある山歩きの場所へ月に

一度出かけ、楽しんでおりました。今 90歳を

過ぎ、当時のスケッチブックを拡げて富士山を

軒下に見るこの住所と大好きな伊豆の海を併

せて筆をとりましたのがこの一枚です。西伊豆

海岸「小金崎」あの奇岩の上の松の間から眺め

る「世界遺産」に指定された富士山は、私にと

って大切に残したい一枚です。 

 

 

【彫刻部門】    

「みっきいちゃん」 松下 明子（藤枝市） 

 ２００７年５月、私にとって６・７人目の孫

が生まれた。次男の子供で双子の女の子。孫た

ちをモデルに制作を続けてきたが、長男、長女

の子供達が大きくなり制作が難しくなってい

たので、本当に嬉しかった。 

 この作品は双子の姉の方、美月ちゃん。体を

くねくね動かし、表情豊かな女の子。幼稚園の

年長になり、お姉さんらしい様子を見せてくれ

るようになった。お出かけ前におすましをして

ポーズを取ってくれました。 
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     ― 健康づくりと生きがいづくりを一緒に進めます ― 

静岡市葵区駿府町１番７０号 電話０５４－２５３－４２２１ 

 

 

 

 

 

 

１ 健康づくりを応援します 

○しずおか健康いきいきフォーラム２１の構成団体、 

サポーターによる健康づくり県民運動の推進        

○健康づくりポスター・標語・川柳コンクールの実施 

○健康づくり講演会   ○健康づくり情報の発信 

○健康講座の開催    ○介護予防に関する講座の開催 
 

２ 生きがいづくりを応援します 

○すこやか長寿祭スポーツ大会の開催 ○ねんりんピック静岡県選手団の派遣 

○すこやか長寿祭美術展の開催   ○すこやか長寿祭ふれあい交流会の開催 

○生きがいづくり情報の発信 
 

３ 仲間づくりを応援します 

○会員事業「はつらつネットふじのくに」の運営 ○情報誌「すこやか長寿」を発行 

○生きがい特派員による地域情報の発信    ○ニュースポーツの普及・推進   

○地域の仲間づくり情報の発信     ○健康づくりサポーターによる連携・協働 

 

○「はつらつネットふじのくに」会員  
  会員を対象に、健康ウォーク・史跡めぐり・観劇・各種健康講座など、ゆったりとした行

程の催し（有料）を定期的（平日）に開催します。 

 財団職員とボランティアスタッフ・看護師が同行しますので、中高年者も安心して参加できます。 

 年会費：個人 3,000 円、ペア（２人）4,000 円、ペア（３～５人）5,000円 

 

○平成２５年度すこやか長寿祭ふれあい交流会参加者 
開催日時：平成２６年２月１日（土）11：00～15：45 

会  場：グランシップ「中ホール・大地」静岡市駿河区池田 79－4 

内  容：第１４回熟年メッセージ大会優秀作品の表彰、作品発表 

     太鼓・鼓笛隊・吹奏楽演奏、リフォームファッションショー、シニアコーラス他 

 

○第２５回静岡県すこやか長寿祭スポーツ大会参加者 ※ねんりんピック栃木 2014 選考会です 

卓球、テニス、マラソンなど競技２９種目の参加者を募集します。 

参加資格：原則として昭和３０年４月１日以前に生まれた静岡県民 

  ２月から受付開始しますので、詳細は財団にお問合せください。 

募
集
し
ま
す 

生きがい推進課 

生きがいづくり 

仲間づくり 

しずおか健康いきいきフォーラム 21事務局 

健康づくり 
＊県民総参加の「健康づくり県民運動」の趣
旨に賛同した官民 59 組織が立ち上げた団体
で、健康長寿財団に事務局を置いています。 

おススメです 

ホームページ http://www.sukoyaka.or.jp 
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