
【問い合わせ先】 
 経済観光文化局文化振興課 中牟田 
（電話︓092-711-4664 内線 1801） 

令和３年３月 31日 
福岡市政記者各位 

経済観光文化局文化振興課 

令和２年度福岡市文化賞・福岡市民文化活動功労賞 
受賞者が決定しました 

令和２年度福岡市文化賞及び福岡市民文化活動功労賞の受賞者が決定しましたので、お知らせいたし
ます。 

■ 添付資料
・別紙１）令和２年度福岡市文化賞・福岡市民文化活動功労賞の受賞者について
・別紙２）令和２年度福岡市文化賞・福岡市民文化活動功労賞の選考にあたって（総評）
・別紙３）福岡市文化賞・福岡市民文化活動功労賞功績者調書
※贈呈式は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します。

令和２年度受賞者 
［地域に根差した文化活動］ 
筑前琵琶保存会
ち く ぜ ん び わ ほ ぞ ん か い

 
山田
や ま だ

 修三
しゅうぞう

 
［地域の文化団体等の支援と育成］ 
福岡吹奏楽連盟
ふ く お かすい そ う が く れんめい

 

福岡市文化賞
芸術を中心とした福岡市の文化の向上発
展に貢献し、特にその功績が顕著な個
人、団体を表彰することにより、市の芸術
文化活動の推進を図ります。 

 昭和 51年度（今年で第 45回目） 
 159名５団体（令和元年度まで） 
 本市の文学、音楽、美術及びその他の芸

術芸能等の向上発展に貢献し特にその功績が顕
著であるもの 
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News Release

福岡市民文化活動功労賞
市民文化を育てる諸活動に努め、潤いの
あるまちづくりに貢献し、特にその功績が
顕著な個人、団体を表彰することにより、
市民文化活動の推進を図ります。 

【制度創設】 平成６年度（今年で第 27回目） 
【受賞者累計】 30名 22団体（令和元年度まで） 
【受賞基準】 地域に根ざした文化活動や、地域の文化

団体等の支援と育成、また、国際的な文化の交
流活動を通じて、本市の市民文化の振興に多年
貢献したもの



 

 

令和２年度福岡市文化賞・福岡市民文化活動功労賞の受賞者について 

 

（敬称略） 

【福岡市文化賞】 

 

○ 古川 真人（ふるかわ まこと） 【文学（小説）】 

  

              九州の島を舞台に、方言を駆使した作品を執筆。平成28年『縫

わんばならん』で第48回新潮新人賞受賞。令和２年『背高泡立草』

で第162回芥川賞を受賞。 

 

 

 

 

○ 渡辺 シズ（わたなべ しず） 【音楽（邦楽）】 

  

              国内外での演奏会に多数出演するほか、筑紫舞の調べ方を務め

るなど、長年にわたり演奏活動を実施。ＮＨＫ－ＦＭ「邦楽のひ

ととき」の出演や、箏曲宮城会役員として後進の育成に努める。 

 

 

 

 

○ 井上 一光（いのうえ いっこう） 【美術（書）】 

  

              漢字の起源である甲骨文・金文を主なモチーフとして作品を制

作し、国内外で個展を開催。紀行、音楽などの世界観を書で表現

した作品シリーズ『心象アルバム』を随時発表。 

 

 

 

 

○ 片山 健（かたやま けん） 【華道】 

  

              福岡市を拠点に国内外で個展を開催するほか、流派の枠を超え

た華展の開催に長年携わる。一般財団法人草月会理事、西日本華

道連盟理事長を務め、後進の育成を行う。 

 

  

別紙１ 



 

 

【福岡市民文化活動功労賞】 

  

 

○ 筑前琵琶保存会（ちくぜんびわほぞんかい） 

【地域に根差した文化活動】 

              

              長年に渡り毎年定期演奏会を継続、伝統的な曲目の継承と後進

の育成に努めるとともに、他分野との合作共演や国際文化交流に

積極的に取り組む。 

 

 

 

 

○ 山田 修三（やまだ しゅうぞう）【地域に根差した文化活動】 

  

              興行会社を設立し、福岡に様々なコンサートや舞台公演を

招へいしたほか、市民への生涯学習の場の提供や、アートマ

ネジメント人材の育成に努めている。 

 

 

 

 

○ 福岡吹奏楽連盟（ふくおかすいそうがくれんめい） 

 【地域の文化団体等の支援と育成】 

  

              長年にわたり吹奏楽コンクールやマーチングコンテスト

など様々な事業を展開し、幅広い世代の発表の場をつくると

ともに、各種講習会の開催等により指導者の育成に努め、地

域の吹奏楽活動を支援。 



令和２年度 福岡市文化賞・福岡市民文化活動功労賞の選考にあたって（総評） 

 

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、文化芸術分野は活動の自粛や公演・展示の縮

小や中止など大きな影響を受け、大変厳しい状況が続く中での選考となった。 

 

近年、文化芸術活動が多様化し、その領域が広がっている状況を踏まえ、従来からの活動だけではな

く、新しい活動も含め幅広い活動を選考対象として表彰するため、これまで、選考委員が行っていた受賞

候補者の推薦を改め、今年度より一般からの公募に変更した。 

文化賞については文学４名、音楽２名、美術、舞踊、華道各 1名のあわせて９名、市民文化活動功労賞

については文学２名、音楽２団体、舞踊１団体、映画１団体、書道１名、その他１名１団体のあわせて４

名・５団体の推薦があった。 

選考においては、まず事前選考として各選考委員が推薦書（主な活動歴・作品・受賞歴等）をもとに賞

に相応しい候補者の検討を行い、選考委員会では各委員が推挙する候補者について評価理由を述べ、様々

な角度から議論を行い合議制で受賞候補者の選考を行った。 

 

文化賞は、九州の島を舞台に方言を駆使した作品で芥川賞を受賞し今後の活躍が期待される古川真人

さん（文学・小説）、伝統的邦楽の質の高い優れた演奏が評価され、福岡での箏曲の普及と後進の育成に

貢献している渡辺シズさん（邦楽・箏、三絃）、漢字の本質を踏まえた個性豊かな独創性の高い書画を究

め国内外における多数の発表活動で高い評価を得ている井上一光さん（美術・書）、現代的かつクリエイ

ティブないけばなの表現と海外での活動等により華道の発展と普及に貢献している片山健さん（華道）

のあわせて４名を選考した。他の候補者については、３名が優れた活動実績が認められたが、総合評価の

結果、惜しくも選考に至らず、このほかの候補者は創造性、社会における影響やその評価などの点で選考

には至らなかった。 

市民文化活動功労賞は、昭和 40 年の設立以来、福岡発祥の伝統芸能である筑前琵琶の保存・継承と発

展に努め、地域に根差した文化活動に尽力している筑前琵琶保存会、60 年もの長きに渡り福岡における

吹奏楽の発展と音楽文化を支える人材を育成するなど、市民文化の振興や潤いのあるまちづくりに貢献

している福岡吹奏楽連盟、福岡で幅広いエンターテインメントの提供により多くの市民が文化芸術に触

れる機会を創出し、市民文化を育て、その振興に貢献している山田修三さんの１名・２団体を選考した。

他の候補者について、１団体は活動が高く評価されつつも僅な差で選考に至らず、このほかの候補者は

活動実績などの点で選考に至らなかった。 

 

最後に、受賞された皆様をはじめ、今回候補者として推薦された皆様の今後ますますのご活躍を祈念す

るとともに、引き続き福岡市の文化の向上発展と市民文化の育成にご尽力いただくことを期待している。 

 

 

福岡市文化賞・福岡市民文化活動功労賞 選考委員会 

 

選考委員(五十音順、敬称略) 

岩熊 正道（RKB 毎日放送㈱常務取締役執行役員） 松隈 浩之（九州大学大学院芸術工学研究院准教授） 

宇田川 宣人（福岡県文化団体連合会理事長）  山方 浩（福岡市文化芸術振興財団専務理事) 

大塚 ムネト（ギンギラ太陽’ｓ主宰）        山本 百合子（福岡教育大学准教授） 

古賀 透（末永文化振興財団理事）            吉田 由布子（福岡教育大学名誉教授） 

深町 健二郎（音楽プロデューサー）          龍 秀美（詩人） 
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福岡市文化賞功績者調書 

  ＊部  門    文学（小説） 

氏名            生年 住所 

古川 真人       昭和63年（32歳) 
※年齢は3/31時点  

横浜市 

小説家。国学院大学文学部中退。 

第一経済大学付属高校（現 第一薬科大学付属高校）在学中、文芸サークルに在籍し、小説

を書き始める。 

平成28年、『縫わんばならん』で第48回新潮新人賞受賞、同作で第156回芥川龍之介賞候補と

なる。平成29年、『四時過ぎの船』で第157回芥川賞候補、第31回三島由紀夫賞候補、平成31年

『ラッコの家』で第161回芥川賞候補となる。令和２年、『背高泡立草』で第162回芥川賞を受

賞。同年、福岡県文化賞奨励部門受賞。 

九州の島を舞台に、方言を駆使した作品を執筆するなど、文学分野の普及・発展に尽力して

いる。 

【主な受賞歴】 

平成28年 第48回新潮新人賞受賞 

令和２年 第162回芥川賞 

令和２年 福岡県文化賞（奨励部門） 

【主な著書】 

平成28年 『縫わんばならん』 

平成29年 『四時過ぎの船』 

平成31年 『ラッコの家』 

令和２年 『背高泡立草』 
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福岡市文化賞功績者調書 

  ＊部  門    邦楽（箏、三絃） 

氏名            生年 住所 

渡辺 シズ       昭和21年（74歳) 
※年齢は3/31時点  

福岡市南区 

箏・三絃演奏家。東京藝術大学音楽学部邦楽科卒業。 

４歳より生田流箏・三絃を習い始める。宮城喜代子氏ほかに師事。 

昭和48年、リサイタル開催を機に、福岡において演奏及び教授活動を開始。以後、箏曲宮城

会東京本部主催演奏会、九州支部主催演奏会、九州支部福岡部会演奏会等に多数出演するほか、

平成３年から筑紫舞の調べ方を務めるなど、長年にわたり演奏活動を行っている。また、釜山

市国立管弦楽団日韓親善演奏会や東アジア音楽祭に出演するなど、国際的な舞台でも活躍。 

平成19年から、ＮＨＫ－ＦＭ「邦楽のひととき」に出演するほか、平成元年から箏曲宮城会

評議員、理事、箏曲宮城会九州支部長として後進の育成に努めるなど、音楽分野の普及・発展

に尽力している。 

【主な活動】 

昭和48年 箏リサイタル開催 

昭和55年～尺八演奏家渡辺鈴士とともに「竹の響き・糸の調べコンサート」を始める 

平成３年 釜山市立国立管弦楽団 日韓親善演奏会出演 

平成３年～筑紫舞調べ方を務める 

平成８年 2002年アジア大会釜山市開催記念「韓国の伝統音楽と舞踊の夕べ」出演 

平成９年 アジア競技大会協賛「東アジア音楽祭」出演 

平成15年 ＮＰＯ法人福岡邦楽芸術文化振興会設立 

平成19年～ＮＨＫ－ＦＭ「邦楽のひととき」出演 

平成20年 精華女子短期大学音楽講座講師（～令和元年） 

 

 



福岡市文化賞功績者調書 

  ＊部  門    美術（書） 

氏名            生年 住所 

井上 一光       昭和22年（73歳) 
※年齢は3/31時点  

福岡市中央区 

書家。一墨会主宰。立命館大学卒業。 

大学在学時から白川 静氏に師事し、中国古代文字を学ぶ。現代書芸家として、漢字の起源で

ある甲骨文・金文を主なモチーフとし作品を制作。平成６年、上野の森美術館賞受賞。平成24

年、国際芸術交流貢献賞受賞。 

平成６年より、「書の古典から THE ART OF CREATION」をテーマに福岡をはじめ東京、京都

や台湾、中国、韓国、アメリカ、オーストリア等で個展を開催するほか、紀行、古典、文明、

音楽などの世界観を書で表現した「心象アルバム」と題する作品シリーズを随時発表。作品は、

福岡をはじめ台湾、中国、アメリカ等の美術館及び博物館にて収蔵されるなど、国内外で高い

評価を受けている。 

その他、現代空間にも調和する書と表装のコラボレーションに取り組むなど、美術分野の普

及・発展に尽力している。 

【主な受賞歴】 

平成６年 上野の森美術館賞 

平成24年 国際芸術交流貢献賞 

【主な作品】 

 平成６年～ 「心象アルバム」 

       紀行シリーズ、古典シリーズ、文明シリーズ、音楽シリーズ、 

哲学シリーズ、ミュージカルシリーズ 

【主な著作集】 

平成14年 『書のときめきⅠ、甲骨文・金文の世界』 

平成20年 『書のときめきⅡ、白川文字学による甲骨文・金文の世界』 

平成29年 『書のときめきⅢ、音楽シリーズによる甲骨文・金文の世界』 

 

 



福岡市文化賞功績者調書 

  ＊部  門    華道 

氏名            生年 住所 

片山 健        昭和19年（77歳) 
※年齢は3/31時点  

福岡市城南区 

華道家。 

昭和37年、草月流入門。初代家元 勅使河原蒼風氏に師事し、華道の道に入る。 

福岡市を拠点に国内外で個展を開催するほか、流派の枠を超えた華展の開催に長年携わる。

昭和58年より、アメリカ、中国、ロシア、シンガポール、韓国等でデモンストレーションや華

展を開催。平成29年には、いけばなインターナショナル世界大会委員長を務めたほか、令和元

年、Ｇ20福岡会合レセプションで迎え花を制作。 

現在、一般財団法人草月会理事、西日本華道連盟理事長を務め、後進の育成に努めるなど、

華道の普及・発展に尽力している。 

【主な活動】 

昭和55年 福岡市内の商業施設に正月花などディスプレーを始める 

平成６年 オーストラリア４大都市にてデモンストレーション 

平成９年 国際交流基金より派遣で東欧４か国にてデモンストレーション 

  平成９年 アメリカ５大都市にてデモンストレーション 

  平成10年 博多大丸デパートで個展 

  平成17年 日韓友情年華展出品及びデモンストレーション 

  平成26年 香港政府主催花卉展覧にてデモンストレーション 

令和元年 Ｇ20福岡 財務大臣・中央銀行総裁会議ウェルカムレセプション迎え花制作 

 

 



福岡市民文化活動功労賞功績調書 

  ＊部  門    地域に根差した文化活動 

氏名             設立年 住所 

筑前琵琶保存会    昭和40年 (活動56年)  福岡市城南区 

 

戦後の福岡において、地元発祥の筑前琵琶の技芸および曲目の伝承と、地域社会に根付

いた芸能としての活動を保持していく目的で、福岡の政財界や文化芸能界の人々による演

者の支援体制を整えて、昭和40年、「筑前琵琶九州保存会」設立発足。昭和43年、「筑前琵

琶保存会」に改称。 

設立以来、毎年開催されている定期演奏会は第56回を迎え、古典的な作品の伝承普及にと

どまらず、福岡の歴史や時事を反映した新しい創作曲の発表や、他分野・他種目との合作

共演作品の上演にも積極的に取り組み、次世代の伝承者の育成や、筑前琵琶の技芸の様式

の維持と発展にも努めてきた。また、博多の祭りを代表する「博多どんたく港まつり」に

おけるパレード参加や日本古来の門付け祝言の風習の継承によって、芸能を通じた地域の

歴史や文化の伝承に大きく貢献してきた。 

また、海外での演奏や、国際的なレセプションにおいて演奏等を行うなど、地域文化の振

興に貢献している。 

 

【主な活動】 

 昭和40年～定期演奏会（秋季毎年１回、春季随時） 

       博多どんたく港まつり 参加 

昭和50年 ワシントン・ボストン・トロントにおける演奏 

昭和53年 サンフランシスコにて演奏(どんたく隊の隊員として) 

平成19年 2007エジンバラ国際フェスティバルにて演奏 

平成28年 筑前琵琶保存会春の演奏会（国立劇場小ホール） 
 
他、寺社の祭礼行事や公共施設の文化行事にて多数演奏 

NHKラジオの邦楽番組などにも出演 

 

  【主な新しい創作曲】 

『弥栄博多』 

『博多三番叟』 

『海の風景』 

『桧原桜』 

 

 



福岡市民文化活動功労賞功績調書 

  ＊部  門    地域に根差した文化活動 

氏名            生年 住所 

山田 修三       昭和22年 (74歳)  
※年齢は3/31時点   

福岡市南区 

プロデューサー、九州市民大学運営委員長。早稲田大学第一文学部卒業。 

昭和50年、福岡に戻り、それまで東京が中心であったコンサート文化を福岡市に根付か

せるため、昭和54年、コンサートを招へいする株式会社ビッグイヤーアンツ（ＢＥＡ）を共

同設立し、昭和57年には、イベント企画部門を独立させ、株式会社ピクニックを設立。国内

外の有名アーティストを招へいするとともに、演劇、舞台芸術、伝統芸能など幅広い分野の

紹介と普及に尽力した。 

また、一般社団法人九州市民大学役員や運営委員長として、市民に生涯学習の場を提供

するほか、九州大学大学院芸術工学研究院学術研究員としてアートマネジメント人材の育

成に努めるなど、地域文化の振興に貢献している。 

 

 



福岡市民文化活動功労賞功績調書 

  ＊部  門    地域の文化団体等の支援と育成 

氏名             設立年 住所 

福岡吹奏楽連盟    昭和31年 (活動65年)  福岡市博多区 

昭和31年２月に西部吹奏楽連盟（現 九州吹奏楽連盟）発足とともに福岡支部として設

立され、令和２年度に創立65周年を迎えた。現在、小学校、中学校、高等学校、大学、職場、

一般部門に283団体が加盟。 

吹奏楽の発展と普及のため、長年にわたり吹奏楽コンクールやマーチングコンテスト、

アンサンブルコンテストなど、様々な事業を展開することで、幅広い世代の発表の場をつ

くるとともに、各種講習会の開催等により指導者の育成を行うなど、地域の文化団体等の

支援と育成に貢献している。 
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