
12/13tue～18sun
9：30 ～17：30 （入館は17：00まで）

部門
日本画
洋画
書
写真
工芸

主催　/　西区イベント推進会議　　共催　/　西区役所
お問い合わせ　/　西区役所総務部企画振興課　〒819-8501　西区内浜１丁目４番１号

TEL：895-7033　/　FAX：885-0467

入場
無料

福岡市美術館
ギャラリーA・B・C・D・E

西祭 -SaiSai-

西区市民美術展
2022

〜西区みんなでつくる文化祭〜



日 本 画
受付番号 出品者名 作品名

42 松本　カオリ 新緑の舞鶴公園
45 清末　繁俊 荒波に翻弄される夫婦岩
49 村井　葉子 地蔵の秋
51 井手　正敏 今宿（横浜南）西方寺
57 小田　一吉 阿修羅
77 大田　由紀子 鍵穴

109 柴田　算子 芳春
111 福富　享子 美ヶ原高原
116 西島　郁夫 南山寿
137 释释文（シーウェン） 松鶴延年

洋 画
受付番号 出品者名 作品名

2 國崎　征昭 棚田
4 稲濱　亜希子 海岸のネコ（グレー）
5 末次　博文 由布岳
7 末次　春美 風景
8 井上　誠 唐津焼

20 江上　賢治 生の松原
21 樗木　靖子 ワインを注いで
23 猿渡　聡子 パリの街で
24 湛　愛子 緑さす
28 堺　幸子堺　幸子 ドールズ
38 三船　末喜 あふれる思い
40 一村　好啓 レマン湖と休息する船
41 中村　恭平 黒潮洗う五色石の岸辺（桂浜）
46 田辺　和久 菊池渓谷
47 小澤　三郎 木版画　高千穂峡
54 村山　敬一 散歩道
55 林　幸子 しだれ桜
58 髙藤　達也 感謝なる自然
68 江副　史子 希望
70 久原　百花 ビンに大事な思い出を
71 中山　依蕗 近くて遠い
72 古本　晶子 映る思い出
73 小原　眞麻 立
74 柴笠　心菜美 天空想
75 田中　菜々美 虚無からの光
76 川畑　万寿代 唐津城
81 周　曄 糸島の風
82 田中　博司 時の流れのままに
88 吉浦　秀満 コロナの日常

洋 画
受付番号 出品者名 作品名

102 冨永　重次 彩り
106 吉田　草太 晩秋
110 石橋　年夫 優雅な香り
112 柳崎　柑泉 化学室
113 守永　瑛飛 牛骨　三
114 𠮷田　拓真 静物無題
115 岡　泉輝 青年
119 山口　正人 リモートパエルンガー
140 脇山　優 鎮守の森
141 吉椿　美代子 冬物語り

書
受付番号 出品者名 作品名

1 小川　和美 曹全碑
11 村上　廣子 漢詩
25 大里　友貴 十七帖
27 山本　敦子 和
43 阿南　玲奈 吹笛
59 藤川　蒼一朗 祭姪稿　臨
60 福屋　万優 臨　魏霊蔵造像記
61 池田　陽香 漢詩の一節
62 緒方　莉奈 漢詩の一節
63 釣崎　美紗 金子みすず詩（不思議）
64 前田　香乃 漢詩の一節
65 谷口　釉奈 漢詩の一節
66 坂本　果穂 臨　開通褒斜道刻石
67 中原　真凰 臨　九成宮醴泉銘
85 門田　昌大 臨　爨宝子碑
86 西村　華音 臨　爨宝子碑

120 西原　凛太朗 神威
121 新立　実 臨　張猛龍碑
122 中山　隼 森羅萬象
123 小渕　隼翔 臨　鄭長猷造像記
124 野口　朗央 臨　枯樹賦
130 坂本　愛良 臨　孫秋生造像記
131 坂本　陽菜 臨　楽毅論
132 塩満　真佳 実篤の詩より
133 平川　栄里 漢詩創作
134 山﨑　侑李 始平公造像記
135 田中　優舟 良寛の歌より
138 杉本　姚華 漢詩
139 安藤　貴仁 桜梅桃李

令和 4 年度 「西区市民美術展」展示品作品一覧



写 真
受付番号 出品者名 作品名

9 Bob 地下広場
10 角　芳郎 スーパームーン
18 城後　征二 野焼き
19 大石　雄平 滑走
22 岸川　信廣 藤のれん
29 池永　一重 祭
39 小西　弘紀 あくび
48 髙群　純一 光の渦
52 日髙　香代子 光のマジック
69 中川　裕 能古の朝景色
78 安永　善知 油山の小径
79 中原　錦一 ひとふんばり
83 福川　捷也 jump!
84 奥　直樹 機窓より「夕映えの雲海」
89 野村　優花 シャッターを押しただけなのに
90 山形　美沙樹 おはよう
91 髙原　友真 光と雲
92 青木　瀬菜 旅行の記録
93 山田　晏 葉っぱの休憩所
94 稲尾　芽苺 a blur
95 勝木　凛 秋朝
96 安威　咲良 私だけの帰り道
97 和田　心愛 止まれ
98 林　優杏 謙虚
99 薦田　佳苗 猫と駐車場

100 末松　環子 陽が落ちる
101 三笠　碧依 秋桜
104 島田　純治 「永遠の誓い」
105 西久保　民久 人もサギももの思う秋
108 廣永　麻理絵 初入湯
118 梅山　勇 ストロンボリ　噴火
125 田中　心之祐
126 西　和希
136 丹生　昇一 赤い根っこの木

工 芸
受付番号 出品者名 作品名

3 藤　徳恵 喜び
12 宮﨑　ハツエ 創作まり（飛翔）
13 黨　キヌ子 創作まり（四季のまり）
14 高木　フジミ まりのさげもん（目標 100 歳）
15 平山　富士代 創作まり（大菊と麻の葉）
16 藤丸　真紀 柳川まり
17 古川　まさえ 柳川まり（伝統の草木まり）

工 芸
受付番号 出品者名 作品名

26 牛田　恵美子 灰釉抜文組皿
30 岡　浩美 柳川まり（12 飾り）
31 山本　祐子 柳川まり（6 つ飾り）
32 坂田　かよ 柳川まり　さげもん
33 小澤　聡子 柳川まり
34 宮内　千鶴子 柳川まり（初めの一歩）
35 田口　伊津子 柳川まり（6 つ飾り）
36 池　辰子 柳川まり（梅）
37 中村　いつ子 柳川まり（箱入り）
50 田中　和子 鯉のぼり
53 武智　邦子 移りゆく　花々
56 原田　尚徳 たまねぎⅢ
80 平野　利光 鉄赤釉線文花器

87
松永　美七海
江藤　蒼 
谷口　果林

（共同製作）
一つの根「モト」

103 米村　聖治 瀧
107 廣永　泰子 Faith
117 山根　紀子 白い蘭のドイリー（タティングレース）
143 百田　龍児 長石釉　井戸茶碗

令和４年度  「西区市民美術展」招待作品
受付番号 出品者名 賞 作品名

142 吉椿　美代子 区長賞 風の中で

127 村井　葉子 日本画部門　優秀賞 秋の月

6 末次　春美 洋画部門　優秀賞 静物

129 徳重　千華 書部門　優秀賞 良寛の歌より

128 城後　征二 写真部門　優秀賞 出番待ち

44 鹿島　朝子 工芸部門　優秀賞 宇

令和 4 年度 西区市民美術展出品状況
部　門 作品名

日本画 11

洋　画 41

書 30

写　真 35

工　芸 26

合　計 143



審査・賞の決定

審査員

会場レイアウト（ギャラリー A・B・C・D・E）

「西区市民美術展」は５名の審査員がそれぞれの部門（日本画・洋画・書・写真・工芸）を審査・選考を行い、
下記の賞を決定。

部門 氏　　　名 所　　　　　属

日本画 榊　　　孝　陽 福岡市美術連盟副会長・福岡県美術協会会員・福岡文化連盟理事

洋画 川　野　　　正 国画会準会員・アジア美術家連盟会員・福岡市美術連盟理事

書 野　田　正　行 日展会員・読売書法会常任理事・日本書芸員常任理事・福岡県美術協会会員

写真 榊　　　晃　弘 福岡県美術協会名誉会長・福岡文化連盟理事

工芸 増　田　千鶴子 日展工芸会正会員・福岡市美術連盟理事・福岡県美術協会会員・福岡県陶芸作家協会会員

● 区長賞…各部門の優秀賞から１点
● 優秀賞…各部門から１点
● 奨励賞…各部門から若干数（部門の作品数によって、賞の数に変動あり。）

● 一人一花賞（新設）…  美術展に出品された作品で、花を題材とした作品を、全部門の中
から選出する。（西祭実行委員である、西区総務部長が審査を行う。）

〈発行・編集〉　西区役所総務部企画振興課


