
 

第 27 回茨城県健康福祉祭「いばらきねんりん文化祭」表彰式の開催について 
 

 令和５年２月 25 日（土）から３月２日（木）まで、第 27 回茨城県健康福祉祭「いばら

きねんりん文化祭」が開催されます。この度、当文化祭における各展入賞作品に係る表彰

式を下記のとおり開催しますので、お知らせいたします。 
なお、当表彰式につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和元年度、

２年度及び３年度は中止であったため、今年度は４年ぶりの開催となります（※昨年度は、

表彰式は行わず、作品展示のみ実施）。 
 

記 
 

１ 日 時 令和５年２月 25 日（土） 13:30～14:30 

２ 場 所 ザ・ヒロサワ・シティ会館 小ホール 

３ 出席者 「わくわく美術展」及び「ぼく☆わたしのおじいちゃん☆おばあちゃん

の絵コンクール」の入賞者他 約 200 名程度 

４ 内 容 
 

時 間 内 容 

13:30 

 

 

 

 

14:00 

１ 主催者あいさつ  茨城県福祉部次長 柴 義則 

２ 主催者紹介    社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会 

           副会長 森田 百合子 

３ 来賓紹介     公益財団法人 いばらき文化振興財団 

 公益財団法人 茨城県老人クラブ連合会 

４ 表彰 
 

５ 各展の概要及び応募・入賞状況 

(１) わくわく美術展（シニア世代の美術展） 
目 的：高齢者の創作による美術作品を展示することにより、高齢者の芸術活動を 
    促すとともに生きがいや健康づくりを増進し、もって明るく活力ある長寿

社会づくりに寄与する。 
対 象：昭和３９年４月１日以前に生まれた人で、県内在住のアマチュアの方 
応 募：438 点   入 賞：64 点（別紙のとおり） 
※今回の県知事賞受賞作品は、今年の 10 月 28 日より開催される「ねんりんピック 

愛
え

顔
がお

のえひめ 2023」美術展における本県からの出品作品となります。 
(２) ぼく☆わたしのおじいちゃん☆おばあちゃんの絵コンクール（高齢者をテーマとす

る小学生の絵画コンクール） 
目 的：小学校等児童から、高齢者がいきいきと活動する姿をテーマとする絵を募

集することにより、児童と高齢者との交流を促進するとともに、長寿社会

に対する意識を高め、高齢化について家族ぐるみで考える契機とする。 
対 象：県内小学校、義務教育学校（前期課程）及び特別支援学校小学部の児童 
応 募：1,022 点  入 賞：38 点（別紙のとおり） 

令和５年２月 22 日 

茨城県福祉部長寿福祉課 
長寿企画・援護グループ 
課長補佐 松本 寛   
電話：029-301-3326（内線：3341） 

資 料 提 供 



令和４年度 わくわく美術展 受賞者名簿

部門 入 賞 氏 名 題 名 市町村名
日本画 茨城県知事賞 深作 裕子 草苑（そうえん) 笠間市
日本画 茨城県知事賞 川又 多恵子 アイリスに魅せられて 水戸市
日本画 茨城県議会議長賞 大月 弘子 白曜 笠間市
日本画 茨城県教育委員会教育長賞 林 加代子 ひと時 土浦市
日本画 茨城県福祉部長賞 嘉山 志津子 花日の散歩 鹿嶋市
日本画 いばらき文化振興財団理事長 内田 美明 ひととき 龍ケ崎市
日本画 茨城県老人クラブ連合会会長賞 小泉 カツ子 霧幻峡 東海村
日本画 茨城県社会福祉協議会会長賞 五十嵐 弓子 花の下 君を待つ 石岡市
日本画 佳作 北島 清子 従姉妹 結城市
日本画 佳作 賀来 京子 渓流 ひたちなか市
日本画 特別賞 阿部 政雄 絆 鹿嶋市

部門 入 賞 氏 名 題 名 市町村名
洋画 茨城県知事賞 高田 由美子 散歩にて ひたちなか市
洋画 茨城県知事賞 登内 芳子 靜物・篭 笠間市
洋画 茨城県議会議長賞 小出 智惠子 冷たい火花 小美玉市
洋画 茨城県教育委員会教育長賞 金沢 光雄 涸沼川のしじみ漁 大洗町
洋画 茨城県福祉部長賞 野内 益代 休日のピエロ 常陸太田市
洋画 いばらき文化振興財団理事長 小熊 俊子 気根～いのち輝く～ 水戸市
洋画 茨城県老人クラブ連合会会長賞 武田 典子 つがい鳥 日立市
洋画 茨城県社会福祉協議会会長賞 野村 透 時刻が過ぎて 結城市
洋画 佳作 大内 誠二 横川の下滝 水戸市
洋画 佳作 大谷 恵子 窓ぎわのふくろう 桜川市
洋画 佳作 加賀谷 了 製鉄所 常陸太田市
洋画 佳作 豊田 順之 里の山々をあおいで 北茨城市
洋画 佳作 仲松 章 野辺を行く 境町
洋画 佳作 濱本 きみ子 窓辺 石岡市
洋画 特別賞 梁田 昭 湖畔のオランダ型風車 土浦市

部門 入 賞 氏 名 題 名 市町村名
彫刻 茨城県知事賞 間宮 稀望 マルゲビチウス・アルビナス先生 私の恩師 常陸大宮市

部門 入 賞 氏 名 題 名 市町村名
工芸 茨城県知事賞 吉澤 鬼子光 編み込み（陶の笊) 那珂市
工芸 茨城県知事賞 雨貝 洋子 布のみにて表現（紅葉) つくば市
工芸 茨城県議会議長賞 稲葉 光江 晩秋 つくば市
工芸 茨城県教育委員会教育長賞 梅澤 三惠子 御射鹿池 常総市
工芸 茨城県福祉部長賞 堀口 敏廣 大国天 石岡市
工芸 いばらき文化振興財団理事長 佐藤 光代 ファンタジー 東海村
工芸 茨城県老人クラブ連合会会長賞 平野 悦子 炎華 ひたちなか市
工芸 茨城県社会福祉協議会会長賞 大島 昇 山頂の雪解け 下妻市
工芸 佳作 雨海 利行 伸びゆく、未来へ 水戸市
工芸 佳作 中嶋 ひろ（糸かけ師一伯) 夜梅 ひたちなか市
工芸 佳作 長野 昭一 五十鈴 鹿嶋市
工芸 特別賞 藤咲 ツマ子 百合の花 ひたちなか市

部門 入 賞 氏 名 題 名 市町村名
書 茨城県知事賞 檜山 青径 李太白詩 那珂市
書 茨城県知事賞 礒﨑 冬華 春懐示鄰里 ひたちなか市
書 茨城県議会議長賞 冨永 典明 近作二顆 水戸市
書 茨城県教育委員会教育長賞 海野 洋紅 李白詩 日立市
書 茨城県福祉部長賞 今関 翠心 漫興 日立市
書 いばらき文化振興財団理事長 石川 寿 好文齋先生詩五浦秋夕 水戸市
書 茨城県老人クラブ連合会会長賞 秋山 良三 永寧南原秋望 那珂市
書 茨城県社会福祉協議会会長賞 田中 淳 天地 かすみがうら市
書 佳作 野村 貞子 曹全碑臨書（百文字) 下妻市
書 佳作 谷口 成史 日々是感謝 潮来市



令和４年度 わくわく美術展 受賞者名簿

書 特別賞 高橋 時子 白梅 ひたちなか市

部門 入 賞 氏 名 題 名 市町村名
写真 茨城県知事賞 野上 次男 いつも仲良く 常陸太田市
写真 茨城県知事賞 小堀 博 思い出の学舎 水戸市
写真 茨城県議会議長賞 佐藤 輝夫 夕暮れの爺と僕 常陸太田市
写真 茨城県教育委員会教育長賞 黒澤 芳枝 秋の陽ざし 東海村
写真 茨城県福祉部長賞 鈴木 俊 歴史館にピカソ ひたちなか市
写真 いばらき文化振興財団理事長 大沢 孝子 朝霧 高萩市
写真 茨城県老人クラブ連合会会長賞 小室 博彦 次世代へつなぐ 常陸太田市
写真 茨城県社会福祉協議会会長賞 小川 明子 祭りの記憶 高萩市
写真 佳作 高杉 則子 谷川岳カラフルに 東海村
写真 佳作 小野 惠子 朝光をあびて 北茨城市
写真 佳作 会田 孝志 朝もやのなかで 小美玉市
写真 佳作 石塚 恵子 過去への回想 日立市
写真 佳作 小林 一男 春うらら 石岡市
写真 特別賞 岩間 幸子 晩秋の西念寺 水戸市


