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〒309-1613　笠間市石井2068番地１
TEL0296-72-2100　FAX0296-72-2103笠間公民館

〒309-1737　笠間市中央三丁目3番6号
TEL0296-77-7533　FAX0296-78-3278友部公民館

〒319-0294　笠間市下郷5140番地
TEL0299-45-2080　FAX0299-45-7612岩間公民館こうみんかん

　10月20日から29日まで、地
域交流センターともべ「トモア」
で開催された第43回笠間市民
美術展覧会の入賞者は右の通り
です。今回は全部門合わせて
158点と、たくさんの作品が寄
せられました。

第43回
笠間市民美術展覧会

入賞者一覧

部　門 賞 氏　　名 題　　名 住　所

日 本 画

市長賞 高橋　燈子 レッサーパンダ「洗ってみた」 ひたちなか市
市議会議長賞 関　　未央 祈り 笠　間

教育長賞 佐藤　壽子 霧もみじ 土　師
文化連盟会長賞 岡野　智子 花菖蒲 箱　田

奨励賞 橋本　　萌 和流 小美玉市
奨励賞 木村はるか ふたりぼっち 水戸市
奨励賞 数納ふみ子 桜日和 下　郷

洋 　 画

市長賞 岡野　房子 「グーズー」と「ほろほろ鳥」達 福　原
市議会議長賞 前嶋　　馨 チョモランマ 平　町

教育長賞 坂場　慶子 静物 大田町
文化連盟会長賞 飯村　衛男 樹間 南友部

奨励賞 皆川　宮子 マッターホルン 南友部
奨励賞 宮本　　直 馥郁 南友部
奨励賞 平野百々代 氷上のヒロイン 旭　町
奨励賞 倉田　葉月 乙女 水戸市

彫刻立体造形 市長賞 北條　晴美 伸・彼女 東京都

工芸デザイン

市長賞 根岸　博司 母娘ハンドバック 金　井
市議会議長賞 三村　茂美 手付バッグ 笠　間
市議会議長賞 大内カツノリ ふしぎな時空 水戸市

教育長賞 海老原節子 秋微雨 福　原
文化連盟会長賞 甲田　文男 天狗 本　戸

奨励賞 武子百合子 border・rose 大田町
奨励賞 相馬　安里 弾ける 水戸市
奨励賞 本間　美智 おいしい笠間をいただきます！ 水戸市
奨励賞 金沢　文雄 流動的（張子） 福　田
奨励賞 今野　広和 ダイヤモンドヘッド 大田町
奨励賞 大和田　一 水滴五彩 片　庭
奨励賞 鈴木　博之 ハナカゴ 吉　岡
奨励賞 小松崎紀男 手付バック（小） 水戸市
奨励賞 横張くみこ 花カゴ 水戸市

書 　 道

市長賞 樋口　幸子 人不学不知道 平　町
市議会議長賞 宍戸　信暢 十七帖 大田町

教育長賞 大越　尚武 五言絶句 稲　田
文化連盟会長賞 保坂登志子 韋應物詩 平　町

奨励賞 鈴木恵美子 万葉集 八　雲
奨励賞 小沼志乃子 黒髪 押　辺
奨励賞 本柳すずか 臨雁塔聖教序 笠　間
奨励賞 安見　光政 六言句秋類 平　町
奨励賞 川隅　令子 曲江花 笠　間
奨励賞 星野かつみ 春暁 下加賀田
奨励賞 平間　義之 載復古詞 北吉原

写 　 真

市長賞 悉知　保男 順番待ち 大田町
市議会議長賞 斉藤　哲郎 秋の彩り（薬王寺） 八　雲

教育長賞 大内　美輝 My Photo World 笠　間
文化連盟会長賞 藤枝　　隼 お待ちしてます 笠　間

奨励賞 町田　吉弘 早春賦 鯉　淵
奨励賞 小林　結衣 夢見るユメコさん 笠　間
奨励賞 渡邊　淳輔 匠の手 笠　間
奨励賞 大津　愛美 白く、気高く 笠　間
奨励賞 福田　義康 夏の日の家庭菜園 来　栖
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［各市長賞受賞作品］




