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会期：令和５年１月１０日（火）～１月１５日（日） 

会場：グランシップ 展示ギャラリー 

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、静岡第一テレビ 
K-mix、ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク（順不同） 

 



 
 

 

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 162 池谷千恵子 草いちご 82 清水町 

洋 画 012 河原崎静子 Anywhere 73 菊川市 

彫 刻 224 大場 啓史 希望 85 松崎町 

工 芸 031 大庭 修二 春のアンコールワット 76 長泉町 

書 230 大橋 松玲 亞麻色髪 竹村俊郎の詩 72 浜松市東区 

写 真 074 仁藤 政孝 3年ぶりに舞い踊る 80 富士市 

 
◎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 200 藤井 克治 たわわに熟れて 84 浜松市中区 

洋 画 028 野嶋 照子 再生 71 浜松市西区 

彫 刻 126 吉田  誠 十一面観音菩薩立像 71 藤枝市 

工 芸 173 彦根 雅行 雪に舞ふ 73 函南町 

書 229 伊藤 彩妙 宇野千代のことば 67 浜松市南区 

写 真 123 密岡  滋 傘富士に舞う 80 磐田市 

 
○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 019 落合清太郎 孫と鉄道（東京駅） 82 清水町 

 
◇中日賞 

部 門 受付番号 出品者氏名 作品題名 年 齢 市 町 

工 芸 010 鈴木 辰哉 木象嵌 金魚迷惑(大タニシの災難) 70 牧之原市 

 
・金 賞 

部 門 受付番号 出品者氏名 作品題名 年 齢 市 町 

日本画 198 鈴木 重治 葦原の鴫 81 沼津市 

洋 画 091 江川 保隆 エネルギー 86 藤枝市 

彫 刻 153 築地みゆき 母の姿に似て 67 静岡市駿河区 

工 芸 038 杉山 康子 月夜と桜 69 静岡市駿河区 

書 084 高橋 敏夫 たふきびの 80 磐田市 

写 真 080 小栗  進 痛い 78 浜松市北区 

 
 （注）年齢は、美術展作品公開日（令和５年１月 10日）時点の満年齢です。 

  



 
 

 

・銀 賞 
部 門 受付番号 出品者氏名 作品題名 年 齢 市 町 

日本画 042 望月 規枝 故郷（初雪） 77 富士宮市 

洋 画 

099 安間 広子 雲湧く木曽駒ヶ岳 73 浜松市南区 

171 石村 ちよ 昔日 73 沼津市 

061 まつしたはつゑ 祈り (古代アンデス) 87 島田市 

125 高島 邦明 幸の群れ 80 沼津市 

143 下島 能子 桂林の名職人 73 菊川市 

彫 刻 078 上原  清 平均台の女 85 駿東郡長泉町 

工 芸 
015 鈴木 淳一 橋のある風景 89 磐田市 

060 諸星 晃司 瓶 85 静岡市葵区 

書 212 鈴木 賢三 からたちの花 83 浜松市中区 

写 真 145 河原崎久和 ライトアップ 85 静岡市葵区 

・銅 賞 

部 門 受付番号 出品者氏名 作品題名 年 齢 市 町 

日本画 

003 吉野 照信 孤高の佇まい 70 富士宮市 

199 中村 博保 雪の銀山温泉 81 沼津市 

152 渡辺みさ子 ひととき 78 三島市 

洋 画 

114 青島 正和 和の色彩・法隆寺金堂飛天 74 沼津市 

157 久田 庫男 画室の一隅（Ⅱ） 92 静岡市葵区 

036 池谷あつ子 Smile 73 浜松市西区 

026 油井 溜二 夜空 89 静岡市葵区 

029 大久保 勇 風紋 ５７ 78 焼津市 

048 松井 正幸 初日をあびて 78 浜松市南区 

124 松田加代子 春の詩 75 袋井市 

232 岡本 雪江 おもいでのさくら 72 菊川市 

192 西原 一美 Being 71 浜松市中区 

214 青島 潤一 ホームにて（インド・ダージリン駅） 73 榛原郡川根本町 

彫 刻 054 古川三千雄 帽子と愛犬 85 浜松市北区 

工 芸 

178 石田  浩 怪士と老女小町 75 静岡市葵区 

166 勝又トミ子 向日葵も咲く世界平和を‼ 82 静岡市駿河区 

129 岡部 映子 ハワイ島にて 76 浜松市西区 

150 松下 明夫 仁王とダルマ 80 御殿場市 

書 

190 高林 松竜 一握の砂 62 静岡市葵区 

227 石川 勝郎 佐鳴八景、西湖山の晩鐘 78 浜松市中区 

066 滝川  肇 田家楽 楊士雲詩 93 伊豆市 

写 真 
187 北山 末子 僕のそっくりさん 77 浜松市北区 

005 朝比奈郁身 飛鳥 86 静岡市駿河区 

・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 

洋画 067 三枝  稔 流麗 95 富士市 

・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 

書 030 斉藤 千歳 墓誌銘 99 賀茂郡松崎町 

 

  



 
 

 

出品作品一覧 
 

日本画部門（26作品）     洋画部門（98作品） 
受付番号 題 名 氏 名 市町 受付番号 題 名 氏 名 市町 

001 うららか 影山 静子 沼津市 004 花語らず 辻田  紀 静岡市葵区 

003 孤高の佇まい 吉野 照信 富士宮市 008 3時 鈴木 洋子 浜松市浜北区 

032 猪苗代湖の冬 野村 温子 富士宮市 011 ドイツの或る通りにて 中曽 昭生 静岡市葵区 

042 故郷（初雪） 望月 規枝 富士宮市 012 Anywhere 河原崎静子 菊川市 

055 赤い国の話 宇治野駿一 富士市 016 前向きでなきゃー 𠮷田美夜子 浜松市東区 

092 奥入瀬 春田 利子 静岡市清水区 017 廻る 石川 房代 静岡市葵区 

098 入江の教会 法月 英次 焼津市 019 孫と鉄道（東京駅） 落合清太郎 清水町 

101 奥入瀬渓流 大村千代子 菊川市 020 沖を行く船 栗林 一義 御前崎市 

121 清幽 室井 仁志 浜松市北区 022 終着駅 乾  武綱 静岡市清水区 

134 公園ひとりじめ 太田 偉代 沼津市 025 遮光器土偶（川根） 斎藤  勉 静岡市清水区 

139 客家土楼 松川 勝昭 沼津市 026 夜空 油井 溜二 静岡市葵区 

147 できたー 名倉 益枝 清水町 028 再生 野嶋 照子 浜松市西区 

148 春の兆 板倉姫揚子 清水町 029 風紋 ５７ 大久保 勇 焼津市 

152 ひととき 渡辺みさ子 三島市 033 晩秋 小林  春 伊豆の国市 

161 夢 ひと時 野村 和彦 磐田市 035 林道 小長谷朋司 静岡市駿河区 

162 草いちご 池谷千恵子 清水町 036 Smile 池谷あつ子 浜松市西区 

163 光射 朝比奈松枝 静岡市葵区 037 大寒 渡部 晶子 静岡市駿河区 

167 明け 西野亜希子 御殿場市 039 富士の雪解け 小林  茂 御殿場市 

172 船だまり 坂井 和子 沼津市 041 抗う 鈴木 利幸 藤枝市 

198 葦原の鴫 鈴木 重治 沼津市 047 熊野の長藤 金井美代子 浜松市南区 

199 雪の銀山温泉 中村 博保 沼津市 048 初日をあびて 松井 正幸 浜松市南区 

200 たわわに熟れて 藤井 克治 浜松市中区 050 ローテンブルクの朝 平野 悦子 磐田市 

201 雀蜂の巣 原  とく 清水町 052 古都一人旅 松下みはる 袋井市 

202 四季 上原 貞夫 浜松市中区 053 秋色 宮内つね子 掛川市 

213 輪 堀谷 弓子 長泉町 056 つつじ咲く本興寺 高山 吉直 湖西市 

231 郷愁 伊藤 信夫 静岡市駿河区 057 山 余湖 富男 静岡市清水区 

 058 久能山石段 蒔田  修 静岡市葵区 

061 祈り (古代アンデス) まつしたはつゑ  島田市 

062 港の風景 大石 廉一 静岡市駿河区 

064 北山崎のサップ船に乗る  石川紀美恵 静岡市駿河区 

065 老婆の至福 大野木伸次 浜松市中区 

067 流麗 三枝  稔 富士市 

069 種へ 渥美 節子 袋井市 

071 インドネシアのショーウィンドー  武内 洋子 浜松市北区 



 
 

 

 
洋画部門 

受付番号 題 名 氏 名 市町 受付番号 題 名 氏 名 市町 

072 ホイールローダ 加藤 忠夫 菊川市 143 桂林の名職人 下島 能子 菊川市 

075 山里の春 望月 保男 焼津市 149 宮口駅残照 中村 博次 浜松市浜北区 

079 忘れ物だよ 中野みどり 菊川市 154 光沢渓流 水谷 裕子 浜松市中区 

081 みてるよ 山本 米子 菊川市 156 富山の風 青木 光枝 静岡市駿河区 

088 廃船 櫻井 幸子 焼津市 157 画室の一隅（Ⅱ） 久田 庫男 静岡市葵区 

089 道 節田かをる 浜松市西区 158 信州髙遠の桜 小林 基弘 富士宮市 

090 夏の白川郷 増井 鈴枝 静岡市駿河区 159 雲よ 千田 克洋 島田市 

091 エネルギー 江川 保隆 藤枝市 160 祭り 小澤 昌子 沼津市 

093 森での出会い 豊島 靖治 静岡市清水区 169 紅葉 大井 てつ 静岡市葵区 

099 雲湧く木曽駒ヶ岳 安間 広子 浜松市南区 171 昔日 石村 ちよ 沼津市 

100 しばし時よ、とまれ 横山 益男 静岡市清水区 176 過秋 佐野  俊 静岡市駿河区 

102 ひと休み 堀内 計利 浜松市東区 181 わが街の太極拳 上杉  忍 静岡市駿河区 

103 初夏の風 長嶋 君江 静岡市清水区 182 静物 大石 美江 静岡市駿河区 

106 野に咲く花 杉山 勝良 静岡市葵区 183 まほろば 増田  寿子 静岡市駿河区 

113 ながらへば 浦田 明宏 静岡市葵区 184 人物（昼さがり） 星野 徳仁 静岡市駿河区 

114 和の色彩・法隆寺金堂飛天  青島 正和 沼津市 185 松山の朝 亀澤  豊 森町 

115 Sさんと帽子 紅野さゆみ 沼津市 192 Being 西原 一美 浜松市中区 

116 食欲の秋 土屋 栄子 沼津市 209 捨てないで 増田 光治 焼津市 

119 BEANS'22 小野田アヤ子 静岡市駿河区 214 ホームにて（インド・ダージリン駅） 青島 潤一 川根本町 

122 平和への願い 黒田 悦子 静岡市葵区 215 夜の帳が下りて 石間 悦郎 川根本町 

124 春の詩 松田加代子 袋井市 216 徳山の盆踊り 袴田三代治 川根本町 

125 幸の群れ 高島 邦明 沼津市 217 雲とトーマス 八木 明子 川根本町 

127 待機 山本 達雄 御前崎市 218 幻想 上野 信吾 川根本町 

128 モウセンゴケのある沼 溝口 博之 掛川市 219 竹叢 諸田史恵子 川根本町 

130 秋声 望月 幹彦 静岡市葵区 220 上髙地 明神池 鈴木 恒子 川根本町 

132 港の散歩 大川井良夫 静岡市葵区 221 村一番の働き物 薗田 利子 川根本町 

136 長い時間ありがとう  山本 栄 静岡市駿河区 222 渓流 鈴木 俊三 川根本町 

137 待ちどおしい地上デビュー  山本 緑 静岡市駿河区 223 難病をこえての三人姉妹 森岡さつ子 川根本町 

138 「ペトラのＴＯＳＨＩＫＯ」  木戸登志子 静岡市葵区 225 私の初舞台 石津喜久子 浜松市東区 

140 暁色 三橋 紀男 御殿場市 226 静物 丸山 敏朗 浜松市中区 

141 春の訪れ 井田 素子 浜松市北区 232 おもいでのさくら 岡本 雪江 菊川市 

142 漁港来春 植松  徹 沼津市 233 人物 杉山 正江 静岡市駿河区 



 
 

 

工芸部門（36作品） 

 
彫刻部門（11作品） 

受付番号 題 名 氏 名 市町 

 

018 愛染明王 石原 亨一 静岡市清水区 

054 帽子と愛犬 古川三千雄 浜松市北区 

068 明日を生きる髪の長い美女 大石 廣昭 焼津市 

078 平均台の女 上原  清 長泉町 

126 十一面観音菩薩立像  吉田  誠 藤枝市 

144 達磨大師 坐像 棚森 麻夫 藤枝市 

146 阿吽 相川 幸雄 静岡市駿河区 

153 母の姿に似て 築地みゆき 静岡市駿河区 

155 はじめの一歩 山﨑 公明 浜松市中区 

164 亀仙人 望月 保平 静岡市葵区 

224 希望 大場 啓史  松崎町 

 

受付番号 題 名 氏 名 市町 受付番号 題 名 氏 名 市町 

010 木象嵌 金魚迷惑(大タニシの災難) 鈴木 辰哉 牧之原市 166 向日葵も咲く世界平和を‼  勝又トミ子 静岡市駿河区 

015 橋のある風景 鈴木 淳一 磐田市 168 石華紋練込み壷 藁科 剛一 焼津市 

021 浜松城 岡田 洋一 浜松市中区 173 雪に舞ふ 彦根 雅行 函南町 

031 春のアンコールワット 大庭 修二 長泉町 177 能面（小姫・老女小町・十六） 小泉 三朗 静岡市葵区 

038 月夜と桜 杉山 康子 静岡市駿河区 178 怪士と老女小町 石田 浩 静岡市葵区 

043 能面 十六と小面 近藤 徳司 静岡市駿河区 179 能面（鬼） 酒天童子 坂本 次平 静岡市葵区 

044 想 鈴木 勝子 裾野市 180 小面 内谷 厚生 静岡市駿河区 

060 瓶 諸星 晃司 静岡市葵区 194 古布とニットの融合 №２ 川元 信子 静岡市駿河区 

063 今朝はいくつかな 河村 峯子 静岡市葵区 195 古布とニットの融合 №３ 着物リホーム  市川トキ子 静岡市駿河区 

083 おがくずのバラ 橋本あつ子 静岡市清水区 196 モザイク編み 八鍬 久代 静岡市駿河区 

085 軽石工芸品「観音様」 川口  進 御殿場市 197 ３０years.with ＳＥＮＧＥＮ  望月 慎一 藤枝市 

086 組紐による「富士山景」赤富士 神谷 共一 静岡市清水区 203 ファミリー 石津 貞子 浜松市南区 

087 「富士山系」 霊山（神の山） 神谷 京子 静岡市清水区 204 鎌倉の大仏 豊島 栄子 浜松市中区 

107 家路 佐藤 成造 静岡市葵区 205 春の鳥海山 足立 好子 浜松市中区 

129 ハワイ島にて 岡部 映子 浜松市西区 206 流鏑馬 岩崎 悦子 浜松市北区 

131 七福神 石川 𠮷人 浜松市中区 207 登光に染る富士 玉田加代子 浜松市中区 

150 仁王とダルマ 松下 明夫 御殿場市 208 上高地 瀬上喜代子 浜松市北区 

165 下草呉須染付大皿 上倉 和裕 静岡市葵区 210 粉引茶碗 鈴木 直喜 静岡市葵区 



 
 

 

書部門（２５作品） 写真部門（1６作品） 

受付番号 題 名 氏 名 市町 受付番号 題 名 氏 名 市町 

013 風林 後藤由紀子 浜松市北区 002 みんなで祈ろう 中津川 清 浜松市南区 

024 般若心経 水野 文子 磐田市 005 飛鳥 朝比奈郁身 静岡市駿河区 

027 四時 小林 昭夫 浜松市北区 040 富士山頂の満月 米倉 政明 富士市 

030 墓誌銘 斉藤 千歳 松崎町 059 幸せを有難う 曽根田文男 静岡市駿河区 

045 森羅満象 寺田つたえ 浜松市北区 070 近づく冬の足音 黒田 浩二 島田市 

046 花舞ふ 笹津 治子 沼津市 074 3年ぶりに舞い踊る 仁藤 政孝 富士市 

051 独座敬亭山 李白 深田 良作 御殿場市 080 痛い 小栗  進 浜松市北区 

066 田家楽 楊士雲詩 滝川  肇 伊豆市 082 風薫る 間部 碩敏 沼津市 

077 佛法僧宝 大畑 嘉一 静岡市駿河区 097 銀杏返し 坂口 明夫 磐田市 

084 たふきびの 高橋 敏夫 磐田市 123 傘富士に舞う 密岡  滋 磐田市 

096 万葉集 片平 雅之 静岡市駿河区 133 牧場の秋 赤堀佐智子 藤枝市 

108 月沈野水光明蔵蘭吐春山古仏心 前島 弘道 静岡市駿河区 145 ライトアップ 河原崎久和 静岡市葵区 

109 心配ごと 福島  朗 静岡市清水区 151 華やかな門出 小林 禎子 静岡市葵区 

111 ウイズコロナ 杉山 秀雄 静岡市駿河区 174 不二夕映え 松浦眞一郎 静岡市葵区 

112 方丈記の一節 小野田宜司 藤枝市 187 僕のそっくりさん 北山 末子 浜松市北区 

118 青天を衝け 石川 春男 静岡市清水区 189 ママのお膝で 北山 国嗣 浜松市北区 

120 吾心似秋月 室井 仁志 浜松市北区 

応募数と出品数 

部 門 応募数 出品取消等 出品数 

日本画 28 ２ 26 

洋 画 102 ４ 98 

彫 刻 11 0 11 

工 芸 38 ２ 36 

書 2６ 1 25 

写 真 17 1 16 

計 222 １０ 212 

  ※出品取消等は、出品者本人の都合による 

170 高野素十作 岡村 節子 静岡市葵区 

190 一握の砂 高林 松竜 静岡市葵区 

211 かもめの水兵さん 鈴木 美砂 浜松市中区 

212 からたちの花 鈴木 賢三 浜松市中区 

227 佐鳴八景、西湖山の晩鐘 石川 勝郎 浜松市中区 

228 利玄のうた 磯部 紗芳 浜松市南区 

229 宇野千代のことば 伊藤 彩妙 浜松市南区 

230 亞麻色髪 竹村俊郎の詩 大橋 松玲 浜松市東区 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

審査員講評 
 

審査員氏名（敬称略） 講 評 

日本画部門 

静岡県日本画連盟理事 

増田 裕子 

日本画は岩絵の具と膠で描き、独自の気品に充ちた豊かな彩

りで描くことができます。日本画の魅力を大切にして、自信

を持ってこれからも描き続けてほしいと思います。 

静岡県日本画連盟理事 

柴田かね子 

コロナ禍の中、私はウォーキングの途中、道端の雑草に眼を

止めたり、観察力を養う事ができました。皆さんも密を避け

描くという一人仕事に感謝し、コロナを力に変えて制作に励

みましょう。 
 

洋画部門 

静岡県油彩美術家協会副会長 

今井 利男 

出品数の減少は残念でしたが、立派な作品が多く集まりまし

た。アートの世界に年令は関係ないことを発信していただき

ました。皆様のますますのご活躍を心より希望します。 

静岡県水彩画協会会長 

羽根田英世 

作品を通して作家の生活感情を伝えることは容易なことでは

ありませんが、どの作品も主題に込めた思いや、制作への熱

量が伝わってきます。描き続けることが何よりも大切です。 
 

彫刻部門 

静岡県美術家連盟理事 

津島 直人 

今年も多彩な力作が出展され、真摯に制作された作品が多数

ありました。モデルを良く見てポイントを掴み、バランスを

取れば良くなる作品が何点かありました。今後に期待しま

す。 

静岡県美術家連盟理事 

坂東 英男 

多彩な素材により、豊富な人生経験に根ざした作品群に感動

を覚えた。年毎に技量を高めているご高齢の作者の皆様に勇

気をいただいた。 
 
工芸部門 

静岡県工芸家協会常任理事 

鈴木  緑 

作品を拝見するにつれ、それぞれから作者の込めた情熱も伝

わってきて、賞の選考には苦心しました。自らも想いが伝わ

る作品づくりをしたいと思いました。 

静岡県工芸家協会常任理事 

藤中 知幸 

様々な制限下の中、皆様の創意工夫溢れる作品の数々が作り

手の実力を示していると同時に楽しさを感じる素敵な空間

を生み出していることに感銘をうけました。 
 

書部門 

静岡県書道連盟副会長 

田代 香桃 

自由自在に表現されている作品群。小さな作品にも光るもの

あり、これぞ、「すこやか長寿祭」。日本の伝統文化である書

道。全てのジャンルへの出品ありが素晴らしいことと改めて

実感致しました。 

静岡県書道連盟相談役 

公益社団法人創玄書道会審査員  

大山 松鶴 

昨年に比べ今年は意欲に満ちた作品が多く目に付いた。伝統

の書から現代書までの幅広い作品用紙の余白筆勢は人の心

のひらめきです。より多くの出品を望みます。 
 

写真部門 

静岡県写真協会会長 

芦澤 伸治 

コロナも四年目に突入する困難な状況下でも創作意欲を失わ

ず、思いおもいのテーマに挑戦している作品を目のあたりに

して感激です。この挑戦こそが健康長寿の秘訣です。がんば

りましょう。 

静岡朝日テレビカルチャー写真講座講師  

公益社団法人日本写真協会会員  

松永 愛子 

コロナウイルス感染症が少し落ちついてきて人の流れもだん

だん活発になって来ました。これからもお元気でいままで見

た事のない自分だけの写真を撮って又出品してください。 



 
 

 

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） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大自然の中で､仲間や家族と のびのび過ごしてみませんか｡ 

・    ・クラウド リューション ・ ネットワーク リューション
・ 情 セキュリティ リューション ・ 自治 、  向け リューション
・ ものづくり リューション

静岡支社           静岡市葵区黒金町     大 生 静岡駅前ビル  
   （   ）                        
                             

                                  

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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  

■営業時間 ９：００ １７：００(４ ９月) 

         ９：００ １６：００(１０ ３月) 

■駐車場   無料 

■休園日   毎週火曜日 

※ただし 5 10月、冬休み、年末年始 

春休み、ＧＷ、祝日は無休 

■入園料  大人 ８３０円、中学生 ４１０

円小学生２００円、小学生未満 無料 

65歳以上 無料、障害がある方 無

料 

 〒417-0803 
静岡県富士市桑崎 1015 
TEL 0545-22-5555 
FAX 0545-22-5551 
https://www.kodomo.or.jp 

認知症予防はバランスのよい食事か



 
 

 

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） 
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