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会期：平成２８年１月１６日（土）～２４日（日） 

会場：静岡県立美術館県民ギャラリー 
 

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） 
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ごあいさつ 
 

 

厚生労働省が平成 24 年にはじめて公表した平成 22 年時点の健康寿命で静
岡県は、男性 71.68 歳（全国 2 位）、女性 75.32 歳（同 1 位）でした。 
また、平成 27 年 12 月に公表した平成 25 年時点で、本県は、男性 72.13

歳（全国 3 位）、女性 75.61 歳（同 2 位）となりましたが、この 3 年間で健康
寿命が男性は 0.45 歳、女性は 0.29 歳伸びています。 
健康寿命が長い理由として、地場の食材が豊富で食生活が豊かなこと、いつ

もお茶をたくさん飲んでいることなどがありますが、スポーツや文化活動を通
じた日常的な人的交流、社会参加も重要であると言われています。 

 
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・健康ふれあい交流会）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１９回を迎えることになりました。そして、本年１０
月に長崎県で開催される「全国健康福祉祭ながさき大会（ねんりんピック長崎
２０１６）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２９５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）の洋画・写真の部でのダブル受賞（本県にお

いて初の快挙）に続き、２０１４年（栃木県）、２０１５年（山口県）と３年連
続で「厚生労働大臣賞」を受賞、この６年間で６作品が最高賞に輝いており、
本県の芸術文化水準の高さと、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２８年１０月に開催される「第２９回全国健康福祉祭
ながさき大会（ねんりんピック長崎２０１６）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及び講堂 （静岡市駿河区谷田 53-2） 

 

開催日程  ※全作品を全期間に渡り展示します 

月 日 展示時間 展示内容等 

平成２８年 

１月１６日（土） 
10:00～17:00 作品公開【全部門】 

１月１７日（日） 
10:20～12:30 

10:00～17:00 

表彰式、健康・生きがいづくり講演会 

作品公開【全部門】 

１月１８日（月） － 休館日 

１月１９日（火） 

10:00～17:00 
作品公開【全部門】 

１月２０日（水） 

１月２１日（木） 

１月２２日（金） 

１月２３日（土） 

１月２４日（日） 10:00～15:00 

 

展示作品 

日本画  ３３点   洋 画 １２１点   彫 刻  ２７点 

工 芸  ４３点    書   ４５点   写 真  ２６点   

６部門計 ２９５点 ※出品は１人につき１部門１点（複数部門の出品可） 

 

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３２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 2,000 円（出品点数は１人１部門につき１点、複数部門の出品可） 

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 2７年１０月３０日（火）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 健康増進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 36 3 33 

洋 画 124 3 121 

彫 刻 27 0 27 

工 芸 44 1 43 

書 47 2 45 

写 真 27 1 26 

計 305 10 295 

 ※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 33 15 18   5 19 8 1 

洋 画 121 75 46 1 31 64 24 1 

彫 刻 27 23 4   11 15 1   

工 芸 43 22 21   16 15 10 2 

書 45 17 28   3 18 21 3 

写 真 26 21 5   4 13 7 2 

計 295 173 122 1 70 144 71 9 

比率 100.0% 58.6% 41.4% 0.3% 23.7% 48.8% 24.1% 3.1% 
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市町別 

  

地区 市町 
出品数 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 1 0.3%   1         

東伊豆町 0 0.0%             

河津町 1 0.3%       1     

南伊豆町 0 0.0%             

松崎町 1 0.3%     1       

西伊豆町 0 0.0%             

小 計 3 1.0% 0 1 1 1 0 0 

東部 

沼津市 16 5.4% 2 10   2 1 1 

熱海市 0 0.0%             

三島市 5 1.7% 3     1 1   

富士宮市 5 1.7% 2 1   2     

伊東市 2 0.7%   2         

富士市 5 1.7% 2     1   2 

御殿場市 4 1.4%   3   1     

裾野市 4 1.4%   2 2       

伊豆市 3 1.0%   1     2   

伊豆の国市 4 1.4%   3   1     

函南町 2 0.7%   1   1     

清水町 6 2.0% 1 2   1 2   

長泉町 5 1.7% 1 1 2 1     

小山町 0 0.0%             

小 計 61 20.7% 11 26 4 11 6 3 

中部 

静岡市 97 32.9% 4 38 4 11 26 14 

島田市 5 1.7% 1 1   1 1 1 

焼津市 9 3.1% 1 4 1 2 1   

藤枝市 11 3.7% 2 5 1 1   2 

牧之原市 6 2.0% 1 4 1       

吉田町 1 0.3%   1         

川根本町 0 0.0%             

小 計 129 43.7% 9 53 7 15 28 17 

西部 

浜松市 57 19.3% 10 22 6 9 6 4 

磐田市 13 4.4% 1 7 1 1 2 1 

掛川市 4 1.4%   3     1   

袋井市 4 1.4% 1 1 1     1 

湖西市 12 4.1%   2 7 3     

御前崎市 2 0.7% 1 1         

菊川市 6 2.0%   4   1 1   

森 町 4 1.4%   1   2 1   

小 計 102 34.6% 13 41 15 16 11 6 

合 計 295 100.0% 33 121 27 43 45 26 

県合計（静岡市・浜松市除く） 141 47.8% 19 61 17 23 13 8 



 
 

7 

審査方法 
 

 

審査員（順不同・敬称略） 

＜日本画＞ 

 

＜洋 画＞ 

 

＜彫 刻＞ 

 

＜工 芸＞ 

 

＜ 書 ＞ 

 

＜写 真＞ 

 

浅野 和子 

山﨑 照代 

佐藤 信夫 

八木 健一 

山田 進 

池谷 雅之 

内堀富士郎 

櫻井 茂雄 

渡辺 墨仙 

大石 大梅 

鈴木 義二 

小松 啓二 

（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） 

（静岡県油彩美術家協会事務局長） 

（日展准会員） 

（一般社団法人二紀会静岡県支部長・二紀会会員） 

（静岡県工芸家協会常任理事） 

（静岡県工芸家協会会長）  

（静岡県書道連盟副会長） 

（静岡県書道連盟副会長） 

（静岡県写真協会副会長） 

（静岡県写真協会監事） 

 

審査日・審査場所 

 平成２８年１月１３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14点） 

2 6 1 2 2 1 

銅 賞 
各部門出品点数
の 10％（計30点） 

3 12 3 4 5 3 

部門合計 8 22 7 9 11 7 

最高齢者賞 
男女各１点 
（計２点） 

２ 

合 計 66 
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入賞作品一覧 
 
県知事賞                           ※敬称略 

部 門 受付番号 出品者氏名 作品題名 年 齢 市 町 

日本画 275 池谷 千恵子 収穫Ⅱ 75 清水町 

洋 画 053 土屋 勝陽司 港の一隅 78 下田市 

彫 刻 028 内海 賢一 蕾 66 焼津市 

工 芸 174 鈴木 淳一 秋の湖畔 82 磐田市 

書 126 櫻井 隆雲 杜甫詩 76 磐田市 

写 真 076 林 博視 ライバル 78 袋井市 

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

日本画 051 加藤 弘美 色づく力 72 浜松市北区 

洋 画 200 水島 忠夫 青い刻 62 御前崎市 

彫 刻 145 井口 裕 観音（米原雲海「南海観音」） 67 浜松市中区 

工 芸 231 眞野 好弘 沼津/河内の大杉 68 沼津市 

書 209 坪井 鈴子 うぐひすの 87 静岡市清水区 

写 真 069 倉田 誠 手筒の華ハネ 77 浜松市西区 

静岡新聞社・静岡放送賞 
部 門 受付番号 出品者氏名 作品題名 年 齢 市 町 

洋 画 091 赤堀 静子 枯百合と種 75 掛川市 

中日賞 
部 門 受付番号 出品者氏名 作品題名 年 齢 市 町 

書 050 加藤 桂三 加齢の醍醐味 78 浜松市北区 

金 賞 
部 門 受付番号 出品者氏名 作品題名 年 齢 市 町 

日本画 009 村松 忠作 渓谷の秋 88 藤枝市 

洋 画 253 石川 紀美恵 化石 76 静岡市駿河区 

彫 刻 084 水野 恒雄 中宮寺 菩薩半跏像（レリーフ） 67 浜松市中区 

工 芸 060 大庭 修二 タリンの街（エストニア） 69 長泉町 

書 182 大瀧 静芳 王維詩 87 静岡市清水区 

写 真 288 髙井 幹夫 新都心夜景 78 磐田市 

銀 賞 
部 門 受付番号 出品者氏名 作品題名 年 齢 市 町 

日本画 
266 鈴木 秀夫 高原でのびのび 83 富士市 

225 望月 規枝 島の朝 71 富士宮市 

洋 画 

238 西原 一美 日記より 64 浜松市中区 

042 徳丸 勉 菜 79 静岡市清水区 

132 磯部 輝幸 無我一体 77 浜松市浜北区 

214 野嶋 照子 再生 64 浜松市西区 

072 髙島 昭子 風光る 76 掛川市 

224 河野 修治 消えたエンブレム 76 静岡市葵区 

彫 刻 298 大場 啓史 想 78 松崎町 

工 芸 
038 増井 久男 卵殻石蕗と富士山 88 静岡市葵区 

021 相馬 清之助 日の本の曙 78 河津町 

書 
251 大澤 慶子 わがさとに 87 浜松市中区 

056 笹津 治子 輪廻 77 沼津市 

写 真 157 石田 智鶴子 舞伎 91 静岡市葵区 
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銅 賞 

部 門 受付番号 出品者氏名 作品題名 年 齢 市 町 

日本画 

296 高木 昭次 思い出のキャニオン 76 島田市 

247 中村 芳江 渓谷に架かる橋 68 富士宮市 

202 大場 節郎 錦秋の獅子ヶ鼻 88 袋井市 

洋 画 

070 四ノ宮 修一 みずばしょうの沼 68 牧之原市 

291 鷲尾 祐一 深海 76 御殿場市 

006 田中 正太郎 ねぎぼうず 72 浜松市浜北区 

258 池田 馨 大通寺山門（長浜） 89 藤枝市 

155 藤﨑 政子 奥入瀬の秋 74 静岡市清水区 

292 吉村 松子 馬と鳥 72 御殿場市 

278 丸山 利矩 カトリコ村の朝 73 磐田市 

071 大久保 博 見つめる先 74 焼津市 

274 中山 宏之 産業遺産 テルハー（懸吊運搬装置） 80 菊川市 

162 村松 俊一 歩みより・イスラムの和 76 沼津市 

061 望月 康男 自由人 76 裾野市 

293 岡本 雪江 壊れ物 65 菊川市 

彫 刻 

040 田邊 悟 毘沙門天 AND 昇り龍 73 牧之原市 

117 川端 岩雄 九面観音習作 81 静岡市清水区 

277 松下 明子 お姉ちゃんの背中 76 藤枝市 

工 芸 

287 山下 洋子 秋明菊 73 浜松市西区 

139 彦根 雅行 白青方円 66 函南町 

011 鈴木 一美 ハワイアン リボン レイ 67 伊豆の国市 

294 望月 悦子 祭り 69 静岡市清水区 

書 

189 竹田 瑛香 王維詩 73 静岡市清水区 

188 進士 玄櫻 白楽天詩 72 静岡市清水区 

265 鈴木 雅砂子 北の大地 70 森町 

093 高橋 敏夫 佐夜の中山 73 磐田市 

003 滝川 肇 白居易詩 歎春風 86 伊豆市 

写 真 

037 小林 禎子 感無量 74 静岡市葵区 

127 黒田 浩二 霧の白樺林 71 島田市 

114 中坂 美喜子 思いめぐらせ 76 浜松市南区 

最高齢者賞（男性） 

部 門 受付番号 出品者氏名 作品題名 年 齢 市 町 

日本画 015 沼田 好策 もみじの香嵐渓 94 長泉町 

最高齢者賞（女性） 

部 門 受付番号 出品者氏名 作品題名 年 齢 市 町 

工 芸 161 堀内 まつね 雪うさぎ 92 御殿場市 
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入賞作品寸評 
 

 

県知事賞 

 

【日本画部門】 

 

「収穫Ⅱ」    

池谷 千恵子  75 歳  清水町 

 ご自分が育てられたさつま芋でしょうか。 

土の匂いや風の匂いと共に作者の温かな気持

ちが伝わってきます。色彩、構成もよく考えら

れ、葉のうす緑と芋のうす紅が絶妙です。 

  

 

 

【洋画部門】 

 

「港の一隅」   

土屋 勝陽司  78 歳  下田市 

 漁港の一隅を心象風景的に描いている。画面

構成や主調色を生かした色彩がバランスよく

印象的である。日常的に見慣れた情景でも、作

者の洒落た感覚が手触りのある絵にしている。 

 

 

 

【彫刻部門】 

 

「蕾」       

内海 賢一  66 歳  焼津市 

量感、バランス共に優れ、ポーズにも力強さ

があり 上半身を捻り奥行を感じさせる。作者

の力量がうかがえる秀作である。 
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【工芸部門】 

 

「秋の湖畔」    

鈴木 淳一  82 歳  磐田市 

丁寧に縫いこまれた色糸のグラデーションが

立体感を感じさせ、初秋の色合いが湖面と遠景

に映える様子が素直に表現された美しい優作で

ある。 

 

 

【書部門】 

 

「杜甫詩」 

櫻井 隆雲  76 歳  磐田市 

多字数五行書き流麗で力強く、文字の大小感もあり、力強さもあり、余白も

美くしく、字形も素晴しく、全体の紙面を一貫した作品であり、沈着した見事

な優作である。 

 

 

【写真部門】 

 

「ライバル」      

林 博視  78 歳  袋井市 

野生の鳥を被写体とした作品で空中に舞い

つつ獲物を狙う二羽の鳥を写し止めた技量は

素晴しいものと思います。特に鋭い眼にピン

トが合い二羽の鳥を空中で写し止めた事が素

晴らしいと思います。 
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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】  

 

「色づく力」      

加藤 弘美  72 歳  浜松市北区 

 繊細な色に日本画の伝統が表われた佳い作品

です。トマトの廻りのバックとうまく融合して

います。下から伸びている竹棒の位置と色の工

夫があると強さに変化がでると思います。 

 

 

 

【洋画部門】 

 

「青い刻」    

水島 忠夫  62 歳  御前崎市 

 高所から見た魚港と思われるが、鮮やかな色

面構成は感性の豊かさが見られます。白く光る

道は降り注ぐ大陽の日射が強烈なインパクトと

成っております。奥の岬は無くともよいのでは。 

 

 

 

 

【彫刻部門】 

 

「観音（米原雲海「南海観音」）」    

井口 裕  67 歳  浜松市中区 

空から舞い降りる、荘厳な観音像である。空

間を意識した浮き彫りで、身体を覆う柔らかな

衣紋の表現に、卓越した技術を感じさせる。 
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【工芸部門】 

 

「沼津/河内の大杉」          

眞野 好弘  68 歳  沼津市 

 千年以上の歳を経た古びた樹木のフォル

ムが力強さを感じさせる力作で、細かな切込

みと色使いの巧みさにより生み出された木

漏れ日の感じが、幽玄な森を感じさせる秀作

である。 

 

 

【書部門】 

 

「うぐひすの」        

坪井 鈴子  87 歳  静岡市清水区 

淡いグレーのぼかしの用紙に春に相応しい明るい雰囲気で鴬の歌を書いて

いる。古筆の精髄を極めた深致な線質で平安朝の優美な傑れた佇まいを見せて

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【写真部門】 

 

「手筒の華ハネ」      

倉田 誠  77 歳  浜松市西区 

 静岡県では手筒花火の写真はよく見ます

が、ハネる火の粉を上手くとらえ、画面構成

の傾きで動きを出して力強い作品に仕上が

っています。 
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静岡新聞社・静岡放送賞 

 

「枯百合と種」（洋画部門）  

赤堀 静子  75 歳  掛川市 

枯百合を主題にファンタスティックな造形

感覚で描いている。色彩のトーンが美しくリズ

ミカルで詩情を感じさせる。生き生きとした感

性で素朴で大らかな画面が魅力的で楽しい。 

 

中日賞 

 

「加齢の醍醐味」（書部門）  

加藤 桂三  78 歳  浜松市北区 

中心に大きく主題の「醍醐味」を据え、周り

に鋭いタッチで細線を駆使して調和を図った

手腕を評価した。大字の筆勢も実に見事。 

 

 

最高齢者賞 

 

【男性】 

「もみじの香嵐渓」（日本画部門） 

沼田 好策  94 歳  長泉町 

伸びやかな線と鮮やかな色彩が画面に流れ、

森の詩が聞こえてくるような解放感がありま

す。 

風の流れ、空気の動きも感じられる佳い作

品です。 

 

【女性】 

「雪うさぎ」（工芸部門） 

堀内 まつね  92 歳  御殿場市 

七宝繋ぎの白い文様を雪兎に見立てた構図

が美しい。年齢を感じさせない青系統に暖色を

散りばめた色使いと丁寧につなぎ合わされた

布が作り出した佳作である。 
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出品作品一覧 
 

日本画部門 

部門番号 受付番号 題 名 氏 名 性別 年齢 市町 備考 

日本画-001 001 みつめあい（三保松原にて） 岩崎 勝夫 男 71 静岡市  

日本画-002 002 富士山 鈴木 すみ代 女 74 浜松市  

日本画-003 009 渓谷の秋 村松 忠作 男 88 藤枝市 金賞 

日本画-004 012 アルプスの春 山崎 恒彦 男 89 浜松市  

日本画-005 015 もみじの香嵐渓 沼田 好策 男 94 長泉町 最高齢者賞（男性） 

日本画-006 031 薔薇 横山 榮子 女 69 牧之原市  

日本画-007 035 初夏の水辺 風間 かね子 女 78 三島市  

日本画-008 039 冠鶴 松本 春江 女 60 浜松市  

日本画-009 041 阿美族の女（台湾） 渡辺 勝子 女 73 富士市  

日本画-010 044 大念佛 寺田 つたゑ 女 75 浜松市  

日本画-011 045 麦生 今泉 正巳 男 79 浜松市  

日本画-012 051 色づく力 加藤 弘美 女 72 浜松市 理事長賞 

日本画-013 064 爽日 後藤 要 男 76 三島市  

日本画-014 075 夜の艶（月下美人） 青島 新一 男 82 藤枝市  

日本画-015 080 山里の春 伊藤 雅章 男 72 浜松市  

日本画-016 131 春惜しむ 伊藤 仁子 女 74 沼津市  

日本画-017 140 奥入瀬渓流 中西 勤 男 82 焼津市  

日本画-018 144 白梅図 森田 あい子 女 75 浜松市  

日本画-019 167 山のある風景 永田 二三 女 82 浜松市  

日本画-020 173 北アルプスの夜明け 野村 和彦 男 74 磐田市  

日本画-021 202 錦秋の獅子ヶ鼻 大場 節郎 男 88 袋井市 銅賞 

日本画-022 207 春大根の花 高橋 富佐恵 女 76 御前崎市  

日本画-023 225 島の朝 望月 規枝 女 71 富士宮市 銀賞 

日本画-024 239 不二山ー盛夏 西村 登志子 女 69 静岡市  

日本画-025 247 渓谷に架かる橋 中村 芳江 女 68 富士宮市 銅賞 

日本画-026 259 鹿子百合 影山 静子 女 68 沼津市  

日本画-027 260 のうぜんかずら 田中 ふみ子 女 82 三島市  

日本画-028 266 高原でのびのび 鈴木 秀夫 男 83 富士市 銀賞 

日本画-029 275 収穫Ⅱ 池谷 千恵子 女 75 清水町 県知事賞 

日本画-030 282 波濤とサーファー 吉田 馨 男 77 浜松市  

日本画-031 285 三保の松原 荒波 守夫 男 74 静岡市  

日本画-032 295 翔 成岡 史恵 女 71 静岡市  

日本画-033 296 思い出のキャニオン 高木 昭次 男 76 島田市 銅賞 
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洋画部門 

部門番号 受付番号 題 名 氏 名 性別 年齢 市町 備考 

洋画-001 005 北條の水軍基地 勝呂 武 男 78 伊豆の国市  

洋画-002 006 ねぎぼうず 田中 正太郎 男 72 浜松市 銅賞 

洋画-003 007 川辺 小澤 秀次 男 64 藤枝市  

洋画-004 010 踏まれても 外川 雄章 男 73 長泉町  

洋画-005 014 追憶 髙尾 善五 男 79 磐田市  

洋画-006 023 助けあいニャンとかして幸せに 池沼 きよ子 女 82 浜松市  

洋画-007 024 エジプトの風 大石 富美枝 女 86 静岡市  

洋画-008 026 妻籠を描く 堀井 義介 男 83 静岡市  

洋画-009 027 陶土の街 水野 清春 男 72 伊東市  

洋画-010 030 雨、来る前に 矢部 光江 女 70 牧之原市  

洋画-011 033 善光寺 鈴木 昭男 男 79 浜松市  

洋画-012 042 菜 徳丸 勉 男 79 静岡市 銀賞 

洋画-013 043 Beautiful Mt. 池谷 一夫 男 81 沼津市  

洋画-014 046 浸食（三陸海岸） 米澤 正夫 男 77 焼津市  

洋画-015 047 百花想う 増田 初恵 女 67 静岡市  

洋画-016 048 若き鵜匠 永井 健夫 男 65 清水町  

洋画-017 053 港の一隅 土屋 勝陽司 男 78 下田市 県知事賞 

洋画-018 055 白馬連峰の春 山川 勇 男 83 静岡市  

洋画-019 059 マグマ 村越 寧子 女 71 沼津市  

洋画-020 061 自由人 望月 康男 男 76 裾野市 銅賞 

洋画-021 062 絶壁・奇岩の西伊豆 山川 清 男 84 静岡市  

洋画-022 065 虫の園 パート３ 望月 幸次 男 70 静岡市  

洋画-023 068 静か 松居 純子 女 73 静岡市  

洋画-024 070 みずばしょうの沼 四ノ宮 修一 男 68 牧之原市 銅賞 

洋画-025 071 見つめる先 大久保 博 男 74 焼津市 銅賞 

洋画-026 072 風光る 髙島 昭子 女 76 掛川市 銀賞 

洋画-027 078 アロエの花咲く散歩道 辻田 紀 女 79 静岡市  

洋画-028 079 みなもの景 杉山 勝良 男 67 静岡市  

洋画-029 081 バレリーナ（稽古する踊子） 藤田 すみ子 女 86 静岡市  

洋画-030 082 勝敗をきめるもの 加賀見 建輔 男 75 伊東市  

洋画-031 083 追慕…65 年 石神 美代子 女 75 沼津市  

洋画-032 085 夏色のあじさい 黒柳 陽子 女 74 静岡市  

洋画-033 088 高天神の老木 植田 利夫 男 79 牧之原市  

洋画-034 089 BEANS 小野田 アヤ子 女 70 静岡市  

洋画-035 090 温暖化のもだえ（牛） 荻野 三男 男 84 磐田市  

洋画-036 091 枯百合と種 赤堀 静子 女 75 掛川市 静岡新聞社・静岡放送賞 

洋画-037 092 奥浜名湖 杉浦 吉一 男 81 浜松市  

洋画-038 094 残像 田中 玄 男 70 湖西市  

洋画-039 098 くつろぐ 鈴木 島根 男 73 沼津市  

洋画-040 102 円空仏 藤澤 孝子 女 76 清水町  
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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-041 103 待春 吉川 正 男 77 森町  

洋画-042 104 山、怒る 近藤 全廣 男 73 磐田市  

洋画-043 111 清流 三輪 節夫 男 74 吉田町  

洋画-044 112 スマトラの思い出 鈴木 孝枝 女 83 袋井市  

洋画-045 115 ねんりんの妙美 堀内 計利 男 61 浜松市  

洋画-046 116 解脱 山神 利秋 男 67 浜松市  

洋画-047 118 朝のミズリーナ湖（9 月、イタリア） 青木 和夫 男 77 静岡市  

洋画-048 120 貴方を偲ぶ時季 宮田 不二子 女 64 沼津市  

洋画-049 121 土壁との対話 久田 庫男 男 85 静岡市  

洋画-050 124 おもいで 松下 節子 女 59 菊川市  

洋画-051 125 珍しい木（ポルトガル公園内） 江間 敏雄 男 81 浜松市  

洋画-052 129 朝の光 土屋 栄子 女 67 沼津市  

洋画-053 132 無我一体 磯部 輝幸 男 77 浜松市 銀賞 

洋画-054 133 埴輪の和 横田 浪江 女 77 沼津市  

洋画-055 135 「幽遠」 髙橋 義之 男 80 静岡市  

洋画-056 136 波の華 紅野 さゆみ 女 76 沼津市  

洋画-057 138 青年 酒井 暉 男 89 静岡市  

洋画-058 143 生きていてよかった 松本 忠雄 男 81 浜松市  

洋画-059 152 縄文の土偶 斎藤 勉 男 69 静岡市  

洋画-060 154 情熱 北村 幸枝 女 69 焼津市  

洋画-061 155 奥入瀬の秋 藤﨑 政子 女 74 静岡市 銅賞 

洋画-062 162 歩みより・イスラムの和 村松 俊一 男 76 沼津市 銅賞 

洋画-063 164 海辺の岩礁 大石 りつ子 女 79 磐田市  

洋画-064 165 エジプト回想 中村 田鶴 女 86 浜松市  

洋画-065 168 本興寺 高山 吉直 男 68 湖西市  

洋画-066 169 ウィーンの散歩道 平野 悦子 女 68 磐田市  

洋画-067 170 静かな朝 小粥 勝雄 男 74 藤枝市  

洋画-068 171 前掛けつけて 小杉 省三 男 76 磐田市  

洋画-069 176 結成禅寺の正門 小玉 ふく 女 66 静岡市  

洋画-070 177 宇宙に遊ぶ神子 芹澤 髙之 男 73 裾野市  

洋画-071 200 青い刻 水島 忠夫 男 62 御前崎市 理事長賞 

洋画-072 201 想像に耽る 篠崎 稔 男 77 静岡市  

洋画-073 203 時空をこえて 勝又 祥介 男 78 静岡市  

洋画-074 204 舟のある風景 石垣 亨 男 80 静岡市  

洋画-075 205 慈愛 赤堀 和江 女 79 焼津市  

洋画-076 206 湯ノ湖 小林 春 男 77 伊豆の国市  

洋画-077 208 春野町磐岳山 ヤシオツツジ 小山 眞 男 66 浜松市  

洋画-078 211 ハルシュタット 曽根 邦治 男 87 静岡市  

洋画-079 213 ジベルニー幻想。 村松 和憲 男 78 浜松市  

洋画-080 214 再生 野嶋 照子 女 64 浜松市 銀賞 

洋画-081 217 輝け！ 池谷 あつ子 女 66 浜松市  

洋画-082 220 流氷に埋もる港 高橋 昭九郎 男 82 静岡市  

洋画-083 223 願い 青木 光枝 女 74 静岡市  

洋画-084 224 消えたエンブレム 河野 修治 男 76 静岡市 銀賞 



 
 

18 

部門番号 受付番号 題 名 氏 名 性別 年齢 市町 備考 

洋画-085 227 池に映える 大石 廉一 男 77 静岡市  

洋画-086 228 旅の思い出 小川 泰弘 男 71 静岡市  

洋画-087 229 或る家族 鈴木 賢二 男 79 浜松市  

洋画-088 232 私しの気持 清水 博美 男 69 浜松市  

洋画-089 236 祈り 太田 智子 女 82 函南町  

洋画-090 238 日記より 西原 一美 女 64 浜松市 銀賞 

洋画-091 245 少女 佐藤 初恵 女 75 静岡市  

洋画-092 248 工場がある漁港 植松 徹 男 64 沼津市  

洋画-093 249 色を教えてくれた富士山 森田 典成 男 78 伊豆市  

洋画-094 250 夢 梅村 ゆみ子 女 60 静岡市  

洋画-095 252 ワイルアの滝 小牧 登美子 女 77 静岡市  

洋画-096 253 化石 石川 紀美恵 女 76 静岡市 金賞 

洋画-097 256 楠のねがい 井野 盛夫 男 78 静岡市  

洋画-098 257 三陸の復興（島越駅） 横田 準一 男 80 浜松市  

洋画-099 258 大通寺山門（長浜） 池田 馨 男 89 藤枝市 銅賞 

洋画-100 261 青い街シャウエンのガイドたち 柴田 澄子 女 72 静岡市  

洋画-101 267 春待ちの藁塚と富士山 鈴木 親禧 男 73 浜松市  

洋画-102 270 伊豆、田子港の落日 髙橋 佳男 男 78 伊豆の国市  

洋画-103 272 祭り 大畑 芳久 男 75 島田市  

洋画-104 273 虚構 山崎 克己 男 83 藤枝市  

洋画-105 274 産業遺産 テルハー（懸吊運搬装置） 中山 宏之 男 80 菊川市 銅賞 

洋画-106 276 秋の上高地 松下 哲寿 男 78 藤枝市  

洋画-107 278 カトリコ村の朝 丸山 利矩 男 73 磐田市 銅賞 

洋画-108 279 花 松井 京子 女 67 浜松市  

洋画-109 283 ばぁど 飯田 文恵 女 66 菊川市  

洋画-110 286 花 名波 栄枝 女 90 牧之原市  

洋画-111 289 お彼岸まいり 鈴木 眞司 男 79 浜松市  

洋画-112 290 ペンギンの群れ 西岡 厚子 女 63 御殿場市  

洋画-113 291 深海 鷲尾 祐一 男 76 御殿場市 銅賞 

洋画-114 292 馬と鳥 吉村 松子 女 72 御殿場市 銅賞 

洋画-115 293 壊れ物 岡本 雪江 女 65 菊川市 銅賞 

洋画-116 299 広場 池田 光江 女 68 浜松市  

洋画-117 301 秋を見つめて 石川 房代 女 67 静岡市  

洋画-118 302 祈り 若林 和司 男 73 富士宮市  

洋画-119 303 祈り 寺本 千代子 女 69 静岡市  

洋画-120 304 自然は美しい Part28 吉川 正幸 男 63 掛川市  

洋画-121 305 春を待つ 安本 良雄 男 68 静岡市  
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彫刻部門 

部門番号 受付番号 題 名 氏 名 性別 年齢 市町 備考 

彫刻-001 020 「あら、もう寝ちゃったわ！」 古川 三千雄 男 78 浜松市 
 

彫刻-002 028 蕾 内海 賢一 男 66 焼津市 県知事賞 

彫刻-003 036 若い胸像 上原 清 男 78 長泉町 
 

彫刻-004 040 毘沙門天 AND 昇り龍 田邊 悟 男 73 牧之原市 銅賞 

彫刻-005 052 まいったか!! 齋藤 成一 男 72 浜松市 
 

彫刻-006 063 赤い靴 鈴木 秀育 男 73 浜松市 
 

彫刻-007 084 中宮寺 菩薩半跏像（レリーフ） 水野 恒雄 男 67 浜松市 金賞 

彫刻-008 097 ジョクジャカルタ、ボロブトウル遺跡仏頭 加藤 庄吾 男 70 磐田市 
 

彫刻-009 101 お～い ひまわりさ～ん（時計） 白形 絹代 女 79 静岡市 
 

彫刻-010 105 興福寺阿修羅像 寺田 裕美 男 65 袋井市 
 

彫刻-011 106 日の出 三橋 紀男 男 64 裾野市 
 

彫刻-012 108 前へ 田中 康紀 男 75 長泉町 
 

彫刻-013 109 私の好きな念持仏達 西谷 みき子 女 70 静岡市  

彫刻-014 117 九面観音習作 川端 岩雄 男 81 静岡市 銅賞 

彫刻-015 123 月光菩薩立像 鈴木 寛 男 67 浜松市  

彫刻-016 137 七福神 今 永治 男 65 湖西市  

彫刻-017 145 観音（米原雲海「南海観音」） 井口 裕 男 67 浜松市 理事長賞 

彫刻-018 160 地蔵の旅 諸星 晃司 男 78 静岡市  

彫刻-019 210 不動明王 彦坂 満 男 71 湖西市  

彫刻-020 212 稚児文殊（地に立つ時、手には剣か筆か？） 岡本 強 男 68 湖西市  

彫刻-021 218 布袋様 浅井 浩一 男 73 湖西市  

彫刻-022 233 月光菩薩 髙橋 義清 男 68 湖西市  

彫刻-023 240 月光菩薩立像 石牧 満 男 68 湖西市  

彫刻-024 242 月光菩薩立像 石牧 幸代 女 67 湖西市  

彫刻-025 254 心なごむ わらべ地蔵 佐藤 正一 男 77 裾野市  

彫刻-026 277 お姉ちゃんの背中 松下 明子 女 76 藤枝市 銅賞 

彫刻-027 298 想 大場 啓史 男 78 松崎町 銀賞 
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工芸部門 

部門番号 受付番号 題 名 氏 名 性別 年齢 市町 備考 

工芸-001 011 ハワイアン リボン レイ 鈴木 一美 女 67 伊豆の国市 銅賞 

工芸-002 018 日本の宝 静岡の宝 世界文化遺産「萌ゆる富士」 勝又 トミ子 女 75 静岡市 
 

工芸-003 019 龍乗観音 袴田 好弘 男 82 浜松市 
 

工芸-004 021 日の本の曙 相馬 清之助 男 78 河津町 銀賞 

工芸-005 025 韮山反射炉 久保田 里子 女 82 清水町 
 

工芸-006 029 白龍のレリーフ 中村 順子 女 60 浜松市 
 

工芸-007 034 クリスタルの世界 藤田 ちよみ 女 65 富士宮市 
 

工芸-008 038 卵殻石蕗と富士山 増井 久男 男 88 静岡市 銀賞 

工芸-009 054 たそがれ 鈴木 克子 女 68 菊川市 
 

工芸-010 058 櫛目文壺 風間 正博 男 67 三島市 
 

工芸-011 060 タリンの街（エストニア） 大庭 修二 男 69 長泉町 金賞 

工芸-012 066 辮Ⅲ 大石 美保子 女 71 藤枝市 
 

工芸-013 067 石猫のエミととらこ 近藤 友太郎 男 78 浜松市 
 

工芸-014 073 駿府城 宮木 兼光 男 70 沼津市 
 

工芸-015 074 里の秋 寺田 ちゑ子 女 83 森町 
 

工芸-016 086 散歩道 森田 澄子 女 78 静岡市 
 

工芸-017 087 命 大澤 政夫 男 70 静岡市 
 

工芸-018 096 冬彩 安田 豊子 女 77 富士市 
 

工芸-019 107 飴釉ドラゴン 岩邉 禎彦 男 64 静岡市 
 

工芸-020 110 雪の女王 諏訪部 美佐子 女 66 富士宮市 
 

工芸-021 113 日本の古里 長谷川 恵 男 80 静岡市 
 

工芸-022 139 白青方円 彦根 雅行 男 66 函南町 銅賞 

工芸-023 146 行灯 下島 雅信 男 66 静岡市 
 

工芸-024 149 残花繚乱 深見 道子 女 80 静岡市 
 

工芸-025 150 石華紋練込み花器 藁科 剛一 男 83 焼津市 
 

工芸-026 153 誘われて 家城 喜久子 女 70 焼津市 
 

工芸-027 156 根付色絵象嵌五題 門馬 德 男 72 静岡市 
 

工芸-028 161 雪うさぎ 堀内 まつね 女 92 御殿場市 最高齢者賞（女性） 

工芸-029 174 秋の湖畔 鈴木 淳一 男 82 磐田市 県知事賞 

工芸-030 178 大日如来坐像 石野 重利 男 74 浜松市 
 

工芸-031 230 高原に咲くゆり 山本 ひろ子 女 78 森町 
 

工芸-032 231 沼津/河内の大杉 眞野 好弘 男 68 沼津市 理事長賞 

工芸-033 234 地蔵仏 髙橋 義清 男 68 湖西市 
 

工芸-034 235 小さなピアニスト 筒井 悦子 女 76 浜松市 
 

工芸-035 241 合掌三尊仏 石牧 満 男 68 湖西市 
 

工芸-036 243 なかよしフクロウ 石牧 幸代 女 67 湖西市 
 

工芸-037 264 駿府城 町田 要 男 91 静岡市 
 

工芸-038 280 360°の創作不二 中村 輝男 男 81 浜松市 
 

工芸-039 284 赤毛のアン 福島 亦子 女 79 浜松市 
 

工芸-040 287 秋明菊 山下 洋子 女 73 浜松市 銅賞 

工芸-041 294 祭り 望月 悦子 女 69 静岡市 銅賞 

工芸-042 297 楊貴妃出浴図 杉本 辰 男 85 島田市 
 

工芸-043 300 公園にて 岡部 映子 女 69 浜松市 
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書部門 

部門番号 受付番号 題 名 氏 名 性別 年齢 市町 備考 

書-001 003 白居易詩 歎春風 滝川 肇 男 86 伊豆市 銅賞 

書-002 004 漢詩 倪瓚詩 滝川 明子 女 76 伊豆市 
 

書-003 016 屋下種花簷露満 窓前 畳石 岫雲生 髙橋 市郎 男 82 三島市 
 

書-004 017 短歌（三首） 俳句（二句） 自作 栗田 煌水 男 83 静岡市 
 

書-005 049 姸 望月 まさ子 女 84 静岡市 
 

書-006 050 加齢の醍醐味 加藤 桂三 男 78 浜松市 中日賞 

書-007 056 輪廻 笹津 治子 女 77 沼津市 銀賞 

書-008 077 朱熹詩 松下 清泉 男 82 浜松市 
 

書-009 093 佐夜の中山 高橋 敏夫 男 73 磐田市 銅賞 

書-010 126 杜甫詩 櫻井 隆雲 男 76 磐田市 県知事賞 

書-011 134 新古今和歌集より 渡邉 美江子 女 90 静岡市 
 

書-012 141 花開萬國寿 落合 巖 男 87 菊川市 
 

書-013 147 天地育人萬物成 池谷 眞司 男 86 浜松市 
 

書-014 158 歌 山梨 公子 女 91 静岡市 
 

書-015 166 坂村眞民の詩 中村 田鶴 女 86 浜松市 
 

書-016 179 臨雁塔聖教序 石川 沙和 女 90 静岡市 
 

書-017 180 臨蘭亭叙 大石 國子 女 71 静岡市 
 

書-018 181 臨王鐸 大高 富士彦 男 82 静岡市 
 

書-019 182 王維詩 大瀧 静芳 女 87 静岡市 金賞 

書-020 183 臨髙貞碑 奥村 龍雲 男 85 静岡市 
 

書-021 184 九成宮醴泉銘 織田 由季 女 73 静岡市 
 

書-022 185 臨王鐸 河合 知恵子 女 65 静岡市 
 

書-023 186 臨高貞碑 小林 勢津子 女 71 静岡市 
 

書-024 187 韓愈詩 生子 令子 女 66 静岡市 
 

書-025 188 白楽天詩 進士 玄櫻 女 72 静岡市 銅賞 

書-026 189 王維詩 竹田 瑛香 女 73 静岡市 銅賞 

書-027 190 臨蘭亭序 田島 安津子 女 72 静岡市 
 

書-028 191 孔子廟堂碑 田村 隆輔 男 84 静岡市  

書-029 192 臨曹全碑 津田 恒价 男 72 静岡市  

書-030 193 臨高貞碑 戸田 敏夫 男 78 静岡市  

書-031 194 柳川三省詩 中嶋 房恵 女 81 静岡市  

書-032 195 臨宣武帝 鍋田 由美子 女 70 静岡市  

書-033 196 臨傅山 堀内 春悠 女 70 静岡市  

書-034 197 臨 傅山 堀尾 游苑 女 68 静岡市  

書-035 198 王漁洋詩 矢入 春心 女 82 静岡市  

書-036 199 王維詩 山梨 香楓 女 88 静岡市  

書-037 209 うぐひすの 坪井 鈴子 女 87 静岡市 理事長賞 

書-038 215 鳥飛魚躍 戸田 幸良 男 85 浜松市  

書-039 216 漢字条幅（宋）李光詩 松本 美知代 女 83 掛川市  

書-040 244 春望 塚本 陽一 男 81 島田市  

書-041 251 わがさとに 大澤 慶子 女 87 浜松市 銀賞 

書-042 255 年々歳々来福 増田 景水（裕一） 男 72 焼津市  

書-043 265 北の大地 鈴木 雅砂子 女 70 森町 銅賞 

書-044 268 野鶯啼 藤田 和江 女 75 清水町  

書-045 269 喜怒哀楽 志村 千代子 女 87 清水町 
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写真部門 

部門番号 受付番号 題 名 氏 名 性別 年齢 市町 備考 

写真-001 008 生きる 中津川 清 男 67 浜松市 
 

写真-002 013 峰巒南アルプス 林 照 男 81 静岡市 
 

写真-003 037 感無量 小林 禎子 女 74 静岡市 銅賞 

写真-004 057 駿河の朝焼け 鷲巣 茂 男 72 静岡市 
 

写真-005 069 手筒の華ハネ 倉田 誠 男 77 浜松市 理事長賞 

写真-006 076 ライバル 林 博視 男 78 袋井市 県知事賞 

写真-007 095 サファイヤ・プリンセス 朝比奈 郁身 男 79 静岡市 
 

写真-008 099 滝沢の秋 福島 好己 男 80 富士市 
 

写真-009 100 たくましくなーれ。 髙田 誠二 男 83 静岡市 
 

写真-010 114 思いめぐらせ 中坂 美喜子 女 76 浜松市 銅賞 

写真-011 127 霧の白樺林 黒田 浩二 男 71 島田市 銅賞 

写真-012 142 棚田を鋤く 河原崎 久和 男 78 静岡市 
 

写真-013 148 春雨山頂桜並木 岩崎 貞夫 男 79 静岡市 
 

写真-014 151 浄土が浜（三陸河岸） 堀江 作太郎 男 92 藤枝市 
 

写真-015 157 舞伎 石田 智鶴子 女 91 静岡市 銀賞 

写真-016 159 祭り子 井田 愛子 女 81 静岡市 
 

写真-017 163 シャッター チャンス 塩崎 文明 男 64 沼津市 
 

写真-018 175 観光客大笑い 渥美 和恵 男 86 浜松市 
 

写真-019 219 静かなる 森 貞博 男 63 静岡市 
 

写真-020 221 収穫の歓び 松浦 眞一郎 男 67 静岡市 
 

写真-021 222 色づく公園 赤堀 佐智子 女 74 藤枝市 
 

写真-022 226 大きくなれよ 伊東 孝 男 87 静岡市 
 

写真-023 237 原野の湿原 米倉 政明 男 75 富士市 
 

写真-024 271 霧に浮かぶ知床だわ 岩瀬 信一郎 男 83 静岡市 
 

写真-025 281 「早朝の女神湖」 田村 一美 男 77 静岡市 
 

写真-026 288 新都心夜景 髙井 幹夫 男 78 磐田市 金賞 
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ねんりんピック美術展成績報告 
 

 

 前回の第１８回本美術展（平成２６年１２月開催）は、「第２８回全国健康福

祉祭やまぐち大会（ねんりんピックおいでませ！２０１５）」（平成２７年１０

月山口県にて開催）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３６作品（静岡県１２作品、静岡市１２作品、浜松市１２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２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。※敬称略  

 

厚生労働大臣賞         銅賞 

彫刻部門               彫刻部門 

「仲よし姉妹」            「ＭＵ・ＪＯ」（む・じょう） 

杉山三千代（静岡市清水区）      田邊 悟（牧之原市）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銅賞              銅賞 

彫刻部門               書部門 

「お散歩」              「霧の湖畔」 

鈴木秀育（浜松市南区）        加藤桂三（浜松市北区）          

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

24 

私たちは、しずおか健康長寿財団を応援しています（協賛企業広告） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

25 

私たちは、しずおか健康長寿財団を応援しています（協賛企業広告） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

26 

私たちは、しずおか健康長寿財団を応援しています（協賛企業広告） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物品協賛 

 

 花王カスタマーマーケティング㈱ 

 ※入賞者への洗濯用洗剤（サンプル） 
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★財団主催事業の参加者を募集します！★ 

○「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。 

 財団職員と運営スタッフ（ボランティア）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 27 年度すこやか長寿祭健康ふれあい交流会参加者 

開催日時：平成 28 年 1 月 30 日（土）11：30～15：45 

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 16 回熟年メッセージ大会優秀作品の表彰、作品発表 

      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２7 回静岡県すこやか長寿祭スポーツ大会参加者 ※ねんりんピック長崎 2016 選考会 

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 32 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。 
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