
■日本画の部 朝日新聞社賞 矢ヶ部　貞弘 夢のストリート (筑紫野市)

最優秀賞（福岡県知事賞） 西川　恵子 野辺の帰りに (小郡市) 西日本新聞社賞 中村　恭子 廃品いろいろ (戸畑区)

優秀賞（福岡県美術協会賞） 武田　和子 朝焼け　福島県小野川湖畔 (宮若市) 西日本新聞社賞 西村　惠子 会えない・・・ (西区)

高齢者賞 田中　フサエ 花の頃 (宮若市) 毎日新聞社賞 落合　孝子 路地裏 (中央区)

福岡県社会福祉協議会賞 井上　喜四三 アジサイ (大野城市) 毎日新聞社賞 久保田　千賀子 冠雪の久住連山Ⅱ (糸島市)

福岡県老人クラブ連合会賞 碇　貢 ブナの森 (南区) 読売新聞社賞 波多江　安子 都会の一角 (糸島市)

福岡県教育委員会賞 勝浦　勝 失せ物の神様・庚申堂 (早良区) 読売新聞社賞 松尾　雄一郎 天拝山、祈りの道 (南区)

福岡県立美術館長賞 北園　文子 うららか (宗像市) NHK福岡放送局長賞 橋本　幸治 六地蔵の如く佇む (宗像市)

福岡県文化団体連合会賞 山口　澄子 清廉 (東区) NHK福岡放送局長賞 三船　末喜 夏の思い出 (西区)

福岡文化財団賞 松井　裕子 叢に咲く (宮若市) 奨励賞 長谷川　ひろみ 時 (八幡西区)

奨励賞 村越　美智子 福ちゃん (城南区)

■洋画の部 ■彫刻の部

最優秀賞（福岡県知事賞） 中村　幸江 遊び場 (小倉南区) 最優秀賞（福岡県知事賞） 泉谷　建一 ワクチン接種（希望の花） (大野城市)

優秀賞（福岡県美術協会賞） 力久　則子 アフリカから来た母娘 (筑紫野市) 優秀賞（福岡県美術協会賞） 岡村　道幸 自粛 (糸島市)

高齢者賞 村上　義和 美女です (城南区)

福岡県社会福祉協議会賞 川久保　廣孝 ふるさと (東区)

福岡県社会福祉協議会賞 松本　明也 威風堂々 (久留米市)

福岡県老人クラブ連合会賞 古賀　善吾 天平の樹陰 (太宰府市) ■工芸の部

福岡県教育委員会賞 福永　真理子 孤独な食卓 (南区) 最優秀賞（福岡県知事賞） 糸永　初美 葉脈ランプ「愁色」 (糸島市)

福岡県立美術館長賞 義川　暎三 ピンクのカーデガン (城南区) 優秀賞（福岡県美術協会賞） 吉村　修一 黒釉線文壺 (中央区)

福岡県文化団体連合会賞 東　キヌエ 辛夷の花咲く頃 (城南区) 高齢者賞 河原　久 寿美酒鯛籠 (糸島市)

福岡文化財団賞 古賀　孜 茅葺き屋根のある神社 (筑紫野市) 福岡県社会福祉協議会賞 神代　登代美 追憶「ジヴェルニーの庭」 (八幡西区)

福岡文化財団賞 安田　寛子 夏惜しむ・大涌谷 (直方市) 福岡県老人クラブ連合会賞 財津　和加子 あでやかな立ち姿 (博多区)

北九州市長賞 田中　輝雄 曙（あけぼの） (宗像市) 福岡県教育委員会賞 又丸　喜美子 秋の彩り (福津市)

北九州市長賞 手嶋　矩子 野辺に咲く。 (早良区) 福岡県立美術館長賞 中島　洋 竹景色五角球 (西区)

北九州市教育委員会賞 江﨑　博之 即今眼前(春愁ふ) (筑後市) 奨励賞 新田　耕実 全挿し六目手付平籠 (西区)

北九州市教育委員会賞 千田　正一郎 糸島の一日 (早良区)

福岡市長賞 高田　節子 ３区の家 (福津市)

福岡市長賞 中村　正孝 根子岳 (飯塚市)

福岡市教育委員会賞 平野　アキ子 薫風の道 (福智町)

福岡市教育委員会賞 山村　和恵 白い花 (早良区)

朝日新聞社賞 木本　英生 草木紅葉 (早良区)

２０２２　福岡県シニア美術展　受賞者



■書の部 ■デザインの部

最優秀賞（福岡県知事賞） 樋口　豊子 太古洞 (南区) 最優秀賞（福岡県知事賞） 越智　一彦 金・銀・紅・華・傘寿 (早良区)

優秀賞（福岡県美術協会賞） 三島　巨子 はぎの花 (糸島市) 優秀賞（福岡県美術協会賞） 柴田　順子 秋の野山に誘われて (城南区)

最高齢者賞 井石　春夫 母 (筑紫野市) 高齢者賞 小串　正子 庭を彩る花や実 (大野城市)

高齢者賞 植田　龍江 音 (中央区) 福岡県社会福祉協議会賞 稲田　恵子 ドングリいろいろ (博多区)

福岡県社会福祉協議会賞 中西　護 塞翁馬 (若松区) 福岡県老人クラブ連合会賞 木下　まゆみ 我家の姉妹 (春日市)

福岡県老人クラブ連合会賞 松浦　まゆみ 漢詩　王漁洋詩 (粕屋町) 福岡県教育委員会賞 吉浦　基紀 クロツラヘラサギ、ヘラサギ (南区)

福岡県教育委員会賞 山田　富喜子 冬の歌二首 (博多区) 福岡県立美術館長賞 田中　富士子 静かな絵画教室 (那珂川市)

福岡県立美術館長賞 大久保　豊子 李白詩 (志免町) 奨励賞 岩永　万寿子 kiri to hari (水巻町)

福岡県文化団体連合会賞 白石　しのぶ 杜牧詩 (東区)

福岡文化財団賞 小栁　節香 李白詩 (城南区)

北九州市長賞 小倉　久美子 月の砂漠 (南区)

北九州市教育委員会賞 森　昭子 九日閒居 (南区)

福岡市長賞 若菜　徳子 雨意忽生桐葉外秋光多在木 (小郡市)

福岡市教育委員会賞 穴見　洋子 御選金詩 (西区)

奨励賞 荒木　正也 諸行無常 (東区)

■写真の部

最優秀賞（福岡県知事賞） 中原　錦一 ひとやすみ (西区)

優秀賞（福岡県美術協会賞） 河島　登美子 街角で (東区)

高齢者賞 田中　耕策 龍煙舞い立つ鎮守の森 (糸島市)

福岡県社会福祉協議会賞 川﨑　順子 うれし、たのし山笠 (糸島市)

福岡県老人クラブ連合会賞 林　利弘 シランの咲く丘 (直方市)

福岡県教育委員会賞 宮﨑　カツ子 夏の思い出 (南区)

福岡県立美術館長賞 丹生　曻一 夕焼け雲 (西区)

福岡県文化団体連合会賞 松下　康時 生きる (南区)

福岡文化財団賞 片島　京子 ボクとおかあさん (博多区)

北九州市長賞 小路　延幸 至福の刻 (嘉麻市)

北九州市教育委員会賞 横田　廣隆 断崖の営み (直方市)

福岡市長賞 中野　知子 1番安心できる場所 (南区)

福岡市教育委員会賞 宿里　多佳子 いのち (嘉麻市)

奨励賞 江口　すま子 干潟のキャンバス (南区)

２０２２　福岡県シニア美術展　受賞者


