
 
 
 
 
 
 

 
 

「第４０大野市美術展」入賞者決定および開催について 

 

標記の件について、別紙のとおり入賞者が決定し、下記のとおり開催いたしますので、美術展開

催の周知と取材をお願いいたします。 

 
記 

 
１ 名 称     第４０回大野市美術展 

            

２ 会 期    １０月２日（水）～６日（日） 

（2、3日：午後 5時まで 4、5日：午後 8時まで 6日：午後 3時まで） 

３ 会 場    結とぴあ 

 

４ 日 程    ○開会式およびテープカット 

             ２日（水）午前９時 結とぴあ多目的ホール前ロビー 

             出席者：市長、市議会議長、教育長、文化協会長など 

         ○表彰式 

             ６日（日）午前１０時３０分 結とぴあ正面玄関側ロビー 

         ○第４０回記念イベント 

            ■各部門による体験教室  

５日（土）午前１０時～正午、午後２時～４時 

結とぴあ正面玄関側ロビー 

            ■講演会 ６日（日）午前９時１５分～１０時１５分 

             結とぴあ３０７・３０８・３０９号室 

             講師 美術作家・福井大学教授 湊 七雄さん 

             演題 よりよい創作環境づくり 

            ■出品者との記念祝賀交流会 ６日（日）午後０時３０分 

             定員 ８０人（先着）、参加料２，０００円、締切１０月２日（水） 

５ 出品点数      ３１１点（一般２２１点 高校生４６点 無鑑査４４点） 

         前年 ２７１点（一般１９１点 高校生３６点 無鑑査４４点） 

６ 入賞者    審査会（9/29）にて別紙のとおり決定 

報 道 資 料 

【発信日】令和元年１０月１日 

【問合わせ先】 

 大野市教育委員会（学びの里めいりん内） 

生涯学習課 担当 中村、水上 

 電話 0779-65-5590 内線 75-204 

 



第４０回大野市美術展　入賞者一覧

○市長賞

洋画 市長賞 刈込池 久保　光範 くぼ　みつのり 大野市

日本画 市長賞 カラマツ林の白の情景 斉藤　翔山 さいとう　しょうざん 坂井市

彫刻・工芸市長賞 霧中藤花　組子細工 土田　卓己 つちだ　たくみ 大野市

書道 市長賞 李白詩 松田　芳心 まつた　ほうしん 大野市

写真 市長賞 Destiny　～私の信じる道へ～ 近藤　安寛 こんどう　やすひろ 福井市

○市議会議長賞

洋画 市議会議長賞 晩秋霜譜 門前　幸夫 もんぜん　ゆきお 福井市

日本画 市議会議長賞 初夏の上高地 田中　康子 たなか　やすこ 福井市

彫刻・工芸市議会議長賞 古木に生ける 中出　良一 なかで　りょういち 大野市

書道 市議会議長賞 陸游詩 末永　心翠 すえなが　しんすい 大野市

写真 市議会議長賞 あーーなつやすみ 加藤　幸洋 かとう　ゆきひろ 大野市

○教育委員会賞

洋画 教育委員会賞 廃虚からⅡ 黒田　眞生 くろだ　まさお 勝山市

日本画 教育委員会賞 龍双ヶ滝 小松　はるみ こまつ　はるみ 大野市

彫刻・工芸教育委員会賞 紙紐細工 酒井　利昌 さかい　としまさ 大野市

書道 教育委員会賞 和歌二首 焏徳　若水 じょうとく　じゃくすい 大野市

写真 教育委員会賞 里山の宙 佐々木　修 ささき　おさむ 大野市

○文化協会賞

洋画 文化協会賞 ダンス　ダンス　ダンス 大谷　信夫 おおたに　のぶお 勝山市

日本画 文化協会賞 奈良井宿 安川　萬葉 やすかわ　まんよう 大野市

彫刻・工芸文化協会賞 紅葉にかこまれ静かに流れる谷川 山田　幸子 やまだ　ゆきこ 大野市

書道 文化協会賞 杜甫詩 大石　美咲 おおいし　みさき 大野市

写真 文化協会賞 我が心　昭和の時代 伊部　寛二 いべ　かんじ 鯖江市

○福井新聞社賞

書道 福井新聞社賞 高青邱詩 澤田　伯珠 さわだ　はくじゅ 大野市

書道 福井新聞社賞 郭厪詩 石田　和子 いした　かずこ 大野市

写真 福井新聞社賞 麗人 永見　典嗣 ながみ　のりあき 大野市

写真 福井新聞社賞 飛翔する狩鳥 佐々木　誠 ささき　まこと 福井市

写真 福井新聞社賞 古城落月 田辺　耕士郎 たなべ　こうじろう 福井市

○福井テレビ賞

書道 福井テレビ賞 五言対句 鷲見　采香 すみ　あやか 大野市

書道 福井テレビ賞 世界に一つだけの花 石田　咲子 いしだ　さきこ 大野市

写真 福井テレビ賞 シーズン　オフ 畑中　忠治 はたなか　ただはる 大野市

写真 福井テレビ賞 棚田の落日 中村　陽一 なかむら　よういち 敦賀市

写真 福井テレビ賞 虹でっかい道 中島　則幸 なかじま　のりゆき 福井市

○FBC賞

書道 FBC賞 秋興 森永　恵梢 もりなが　けいしょう 大野市

○結の故郷賞

日本画 結の故郷賞 蕎麦の花 桑盛　由美子 くわもり　ゆみこ 大野市

書道 結の故郷賞 杜甫詩 真田　秋奈 さなだ　あきな 大野市

写真 結の故郷賞 ユキツクシ 室谷　和代 むろや　かずよ 大野市

○無鑑査特別賞

洋画 無鑑査特別賞 共生 朝日　静文 あさひ　せいぶん 勝山市



一般 （内高校生） 市外 市内

3 30 (4) (11) (19) 33

3 28 (0) (16) (12) 31

5 23 (0) (8) (15) 28

5 23 (0) (8) (15) 28

6 47 (1) (2) (45) 53

6 32 (0) (6) (26) 38

20 77 (40) (3) (74) 97

21 67 (36) (2) (65) 88

10 90 (1) (56) (34) 100

9 77 (0) (50) (27) 86

44 267 (46) (80) (187) 311

44 227 (36) (82) (145) 271
※網掛けは、前年度の数値

第４０回大野市美術展 出品数

部　門 無鑑査

一般・高校生

合　計　

洋画

出品総数　３１１点（一般・高校生　２６７点   無鑑査　４４点　）

日本画

彫刻・工芸

書道

写真

合計
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