
■日本画の部 北九州市教育委員会賞 平山　和子 今日を楽しむ (久留米市)

最優秀賞（福岡県知事賞） 森田　美惠子 収穫の楽しさ (宮若市) 北九州市教育委員会賞 山本　洋子 花のブーケー (八幡西区)

優秀賞（福岡県美術協会賞） 谷本　正則 静寂 (城南区) 福岡市長賞 生方　秀喜 渓谷の初雪 (城南区)

高齢者賞 織田　耕造 ワインの古里（イタリア） (城南区) 福岡市長賞 三輪　喬一郎 翠渓 (春日市)

福岡県社会福祉協議会賞 北園　文子 春の兆し (宗像市) 福岡市教育委員会賞 豊田　忠弘 不思議の森 (東区)

福岡県老人クラブ連合会賞 日野　智恵子 潮の香 (八幡西区) 福岡市教育委員会賞 安田　順香 わらしべ長者 (東区)

福岡県教育委員会賞 武田　和子 ダイヤモンドダスト (宮若市) 福岡市文化芸術振興財団賞 入舩　美智子 夢と幻想 (筑紫野市)

福岡県立美術館長賞 佐藤　享有子 花の兄 (早良区) 福岡市文化芸術振興財団賞 平野　信也 昼下がりの裏通り (筑紫野市)

福岡県文化団体連合会賞 永松　榮子 声 (小倉南区) 朝日新聞社賞 江﨑　博之 即今眼前(山笑ふ) (筑後市)

福岡文化財団賞 山口　征子 春の天龍川 (古賀市) 西日本新聞社賞 後山　陽子 生命のつながり (東区)

奨励賞 赤司　良子 情熱 (八幡西区) 毎日新聞社賞 原　三枝子 テラスで読書 (南区)

■洋画の部 読売新聞社賞 長澤　雅子 水辺の風景・春 (東区)

最優秀賞（福岡県知事賞） 坂本　栄治 コロナの禍・為政者の禍 (飯塚市) NHK福岡拠点放送局長賞 芦辺　増男 ボクのシャボン玉 (福津市)

優秀賞（福岡県美術協会賞） 今村　陽子 最後の怒り (八幡西区) 奨励賞 三木　紳市 ドレスデンの教会 (東区)

最高齢者賞 東　努 大手門の桜 (志免町) ■彫刻の部

高齢者賞 三浦　智弘 由布岳の春 (うきは市) 最優秀賞（福岡県知事賞） 田中　哲雄 にげろ！！ (飯塚市)

福岡県社会福祉協議会賞 大倉　保子 単線の駅 (筑紫野市) 優秀賞（福岡県美術協会賞） 泉谷　建一 おどるか？かまきり (大野城市)

福岡県社会福祉協議会賞 長谷　寿江 穏やかな刻 (筑紫野市)

福岡県老人クラブ連合会賞 飯森　桂子 蘇鉄の生命力 (飯塚市) ■工芸の部

福岡県教育委員会賞 橋本　ちづ子 帰巣 (みやこ町) 最優秀賞（福岡県知事賞） 平野　利光 黒釉線文花器 (太宰府市)

福岡県立美術館長賞 手嶋　矩子 コーラス (早良区) 優秀賞（福岡県美術協会賞） 森田　順四郎 泥彩花文花器 (香春町)

福岡県文化団体連合会賞 松尾　雄一郎 長者原 (南区) 高齢者賞 平地　伊勢男 花器　里山の灯 (糸島市)

福岡文化財団賞 清宮　ルリ子 故郷は…今ここにいるョ (筑紫野市) 福岡県社会福祉協議会賞 古賀　修 映えるステンドグラス (大野城市)

福岡文化財団賞 小島　照義 OKURAの花 (太宰府市) 福岡県老人クラブ連合会賞 白井　徹也 近未来の自画像 (筑紫野市)

北九州市長賞 木村　勝芳 童心 (若松区) 福岡県教育委員会賞 上村　初美 遊園地 (行橋市)

北九州市長賞 渡邊　久修 未知への旅立ち (小倉北区) 福岡県立美術館長賞 吉村　修一 鉄釉壺16 (中央区)

奨励賞 松井　さゆり 牡丹 (小倉南区)

２０２０　福岡県シニア美術展　受賞者

※ 審査員名は五十音順に記載しています



■書の部 ■デザインの部

最優秀賞（福岡県知事賞） 大久保　豊子 杜甫の詩 (志免町) 最優秀賞（福岡県知事賞） 小野　公平 阿・吽の詩 (中央区)

優秀賞（福岡県美術協会賞） 山路　由美子 范鳳翼詩 (南区) 優秀賞（福岡県美術協会賞） 園　こうじろう Photo Poem Ⅱ (田川市)

高齢者賞 井石　春夫 初嵐 (筑紫野市) 高齢者賞 中島　敏行 大善寺玉垂宮の「鬼夜」 (久留米市)

福岡県社会福祉協議会賞 住野　登子 莫妄想 (小倉北区) 福岡県社会福祉協議会賞 松原　瑞枝 幼子だきて (大野城市)

福岡県老人クラブ連合会賞 水城　千賀子 良寛のうた (うきは市) 福岡県老人クラブ連合会賞 稲田　恵子 虫こぶ、見いつけた！ (博多区)

福岡県教育委員会賞 山田　富喜子 蓮の露 (博多区) 福岡県教育委員会賞 山口　月子 スーツ (早良区)

福岡県立美術館長賞 植木　美雪 不忘遠 (田川市) 奨励賞 中川　まゆみ 春夏秋冬 (春日市)

福岡県文化団体連合会賞 上瀧　豊 漢詩 (行橋市)

福岡文化財団賞 酒井　友子 文音の句 (東区)

北九州市長賞 末友　珠美 杜甫詩 (筑紫野市)

福岡市長賞 後藤　浩文 万葉集梅花之宴追和歌四首 (太宰府市)

奨励賞 名切　光子 笑顔 (東区)

■写真の部

最優秀賞（福岡県知事賞） 野正　等 鷹栖観音祭り (行橋市)

優秀賞（福岡県美術協会賞） 井上　勝子 神宿る島 (小倉北区)

高齢者賞 海出　貴美子 赤い道 (福智町)

福岡県社会福祉協議会賞 白石　明 ともしび (築上町)

福岡県老人クラブ連合会賞 下迫田　芙美子 視線 (小倉北区)

福岡県教育委員会賞 丹生　曻一 水の力 (西区)

福岡県立美術館長賞 永富　治子 秋彩 (嘉麻市)

福岡県文化団体連合会賞 木村　哲之 円満 (西区)

福岡文化財団賞 乾　節子 夕映え (門司区)

北九州市長賞 木村　正憲 お祓い (築上町)

北九州市教育委員会賞 山﨑　久己 雲海の中へ. (太宰府市)

福岡市長賞 澄川　すみ子 慈愛 (城南区)

福岡市教育委員会賞 花村　徹 寸景 (飯塚市)

福岡市教育委員会賞 安河内　利靖 花筏 (宇美町)

福岡市文化芸術振興財団賞 祝　シゲ江 祭りのおとこ (須惠町)

奨励賞 馬場　愛一郎 ミサゴのハンティング (みやこ町)

２０２０　福岡県シニア美術展　受賞者 ※ 審査員名は五十音順に記載しています


