
  

 

 

 

 

 

大津市報道資料 

  市政記者各位 

 

 

令和４年６月１７日 

第７２回大津市美術展覧会の開催 

～受賞作品が決定しました～ 

 

 下記のとおり「第７２回大津市美術展覧会」を開催します。 

 当美術展覧会は、滋賀県内在住または、在勤、在学（高校生以上）の方であれば応募でき

る公募展で、５部門（日本画、洋・版画、彫刻、工芸、書）ごとに審査員の審査を経て入選

された作品を展示します。 

 また、市展賞をはじめとした特選や佳作を受賞された方については、表彰式を実施します。 

 

 〇受賞者・・・・別紙「受賞者名簿」のとおり 

 〇出品状況・・・３１６点（別紙「大津市美術展覧会 出品状況表」のとおり） 

 

 

記 

 

１ 展覧会会期  令和４年６月１６日（木）から６月２２日（水）まで 

         （ただし、６月２０日（月）は休館） 

 

２ 場   所  大津市歴史博物館 及び 大津市立市民文化会館 

 

３ 表 彰 式  日時：令和４年６月１９日（日） 午後１時から 

         場所：大津市役所 別館１階 大会議室 

 

※開催にあたっては、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行いますので、ご理解ご協力

賜りますようお願いいたします。 

  

お問い合わせ先 

担当者 文化振興課 担当： 細川  

連絡先 077-528-2733 内線 2970 

総合計画 

位置付け 

基本 

方針 

基本 

政策 
施策 

取組の 

方向性 

主な 

取組 

2 8 20 1 1 



◇特選◇
令和4年6月12日審査会

部門 賞名 作品
（ふりがな）

名 氏名
（ふりがな）

住所 年齢

あきのそすい やまぐち　まさお 〒525-0032

秋の疎水 山口　正男 草津市大路

ことしも のむら　まさこ 〒520-2101

今年も 野村　政子 大津市青山

はのゆれて いなます　みつこ 〒520-0806

葉の揺れて 稲増　満子 大津市打出浜

かいじょう にしの　かおる 〒520-0861

解錠 西野　薫 大津市石山寺

あそびのじかん きむら　じゅんいち 〒520-0802

遊びの時間 木村　順一 大津市馬場

あかのいわん いけぐち　すえこ 〒520-0802

赤野井湾 池口　すゑ子 大津市馬場

あさぎりのまち とくやま　あやこ 〒520-0248

朝霧の街 徳山　綾子 大津市仰木の里東

きりかぶ（いきる） よしだ　あけみ 〒525-0028

切り株（生きる） 吉田　安今巳 草津市上笠

しゅうごうのあさ むろい　ゆうじ 〒520-0842

集合の朝 室井　裕二 大津市園山

みどりのきせつ もり　ひろこ 〒520-0801

緑の季節 森　弘子 大津市におの浜

しょうてんもくこん やまだ　としひろ 〒524-0002

衝天木魂 山田　敏廣 守山市小島町

どうしよぉ きむら　ただし 〒520-0801

どうしよぉ 木村　貞 大津市におの浜

なかよし たかの　ゆうこ 〒520-2141

仲よし 髙野　裕子 大津市大江

おりえんたるなにわ やすだ　ひでゆき 〒520-0503

オリエンタルな庭 安田　英幸 大津市北比良

きっす たなか　かずき 〒520-0503

Kiss 田中　一樹 大津市北比良

ひととき つかだ　えつこ 〒520-2324

ひととき 塚田　悦子 野洲市近江富士

ろぼうのいし にのい　えいじ 〒520-0361

路傍の石 二ノ井　栄二 大津市伊香立途中町

おおぞらのにじ たけむら　ともゆき 〒520-2275

大空の虹 竹村　智之 大津市枝

ちきゅうはどこ？ なかむら　ゆきこ 〒520-0104

地球はどこ？ 中村　由紀子 大津市比叡辻

すかしいす いしぐろ　とみこ 〒520-0016

透し椅子 石黒　登美子 大津市比叡平

ぼくしん いぼり　たみこ 〒527-0062

墨瀋 井堀　多美子 東近江市上大森町

いくかりらく きむら　しゆう 〒520-2134

幾家籬落 木村　志邑 大津市瀬田

そうごんのかね しんじょう　めいすい 〒521-1222

荘厳の鐘 新庄　明翠 東近江市佐野町

おういし おかもと　すいえん 〒523-0031

王維詩 岡本　翠苑 近江八幡市堀上町

ひまわり ちの　せいこう 〒520-0241

ひまわり 千野　清香 大津市今堅田

やしのみ ちはら　さきみ 〒524-0001

椰子の實 地原　咲美 守山市川田町

たなばたでんせつ いかい　しゅえん 〒520-0247

七夕伝説 猪飼　朱焔 大津市仰木

59

京都新聞賞 67

毎日新聞社賞 62

書

市展賞 64

大津市議会議長賞 71

大津市教育委員会教育長賞 64

大津市文化連盟会長賞 78

NHK大津放送局賞

工
芸

市展賞 74

大津市議会議長賞 60

大津市教育委員会教育長賞 77

読売新聞社賞 83

彫
刻

市展賞 67

大津市議会議長賞 51

大津市教育委員会教育長賞 75

産経新聞社賞 75

72

ZTV滋賀放送局賞 78

中日新聞社賞 74

BBCびわ湖放送賞 75

洋
・
版
画

市展賞 53

大津市議会議長賞 65

大津市教育委員会教育長賞 69

朝日新聞社賞 68

KBS京都賞

第７２回大津市美術展覧会　　　受　賞　者　名　簿

日
本
画

市展賞 80

大津市議会議長賞 73

大津市教育委員会教育長賞 47

エフエム滋賀賞 71



◇佳作
令和4年6月12日審査会

部門 作品
（ふりがな）

名 氏
（ふり

名
がな）

住所
年
齢

さんぽみち くさの　すみ 〒520-0034

散歩路 草野　須美 大津市三井寺町

なにかのきずな ふじい　たつや 〒520-0113

何かの絆 藤井　建也 大津市坂本

けいたの「かさこじぞう」 おかやす　としあき 〒520-0531

けいたの「かさこじぞう」 岡安　俊明 大津市水明

はつしものころ まるやま　ゆうこ 〒520-0833

初霜の頃 丸山　有子 大津市晴嵐
しなののはる くの　たえこ 〒520-0038

信濃の春 久野　妙子 大津市山上町

すてぃる あらいぶ まつもと　のぞみ 〒520-0502

Still alive 松本　望生 大津市南小松

ひかりのしずく やまい　きくえ 〒520-3106

光の雫 山井　喜久江 湖南市石部中央

みずたまり かじ　あつし 〒520-0226

水たまり 加地　篤 大津市陽明町

とうぼくをこえて しばた　ゆき 〒520-0106

倒木をこえて 柴田　由起 大津市唐崎

たのしいしょくたく あきおか　よしみ 〒520-0034

楽しい食卓 秋岡　良美 大津市三井寺町

いつわりのみりょく だちゅら まえだ　みとこ 〒520-2116

偽りの魅力 ダチュラ 前田　美登子 大津市堂

せいについて きむら　ゆか 〒520-0027

生について 木村　由香 大津市錦織

みどりのしずく なかや　こうだい 〒529-1851

緑のしずく 中家　幸大 甲賀市信楽町長野

すざく やすだ　りょうと 〒529-1851

朱雀 安田　稜翔 甲賀市信楽町長野

おねだりうさぎ おおくぼ　いつき 〒529-1851

おねだりウサギ 大久保　樹 甲賀市信楽町長野

すてんど・がらすど かまや　はるかず 〒520-0103

ステンド・ガラス戸 釜屋　明和 大津市木の岡町

とんこう やすえ　ようこ 〒520-0244

敦煌 安江　容子 大津市衣川

たびなれば うの　かえん 〒525-0041

旅なれば 宇野　嘉園 草津市青地町

けいとう ほうき　みち 〒520-1232

渓頭 保木　美知 高島市安曇川町北船木

ゆうやけ たかい　あつし 〒529-1602

夕焼け 髙井　敦史 蒲生郡日野町河原

おういのし ふじた　やすとし 〒520-0835

王維詩 藤田　恭敏 大津市別保

ばくしん かなざわ　がえん 〒526-0033

驀進 金澤　雅宴 長浜市平方町

きょしんたんかい こさこ　しすい 〒520-0047

虚心坦懐 古迫　司水 大津市浜大津

らくこう にしだ　さちこ 〒520-3034

落紅 西田　幸子 栗東市小平井

こあめをおびる ひらやま　こうげつ 〒520-0006

湖帯雨 平山　江月 大津市滋賀里

かんがん にしもと　せいこ 〒520-2101

寒巌 西本　聖子 大津市青山

書

78

74

38

47

67

67

71

76

63

工芸

18

18

16

79

71

彫刻 45

洋・版画

17

71

71

66

71

80

第７２回大津市美術展覧会　　　受　賞　者　名　簿

日本画

83

70

74

71

79



令和4年6月12日審査会

部門 作品
（ふりがな）

名 氏
（ふり

名
がな）

住所
年
齢

〒

該当なし
すてぃる あらいぶ まつもと　のぞみ 〒520-0502

Still alive 松本　望生 大津市南小松 (佳作）
いま、どこへ かなもり　こうき 〒520-0241

今、何処へ 金森　弘桔 大津市今堅田

みどりのしずく なかや　こうだい 〒529-1851

緑のしずく 中家　幸大 甲賀市信楽町長野 (佳作）
おういのし ひろせ　あかね 〒520-2101

王維之詩 廣瀬　茜 大津市青山

工芸 18

書 26

彫刻 17

第７２回大津市美術展覧会　　　受　賞　者　名　簿

◇Ｕ－３０奨励賞

日本画

洋・版画 17



第７２回大津市美術展覧会・第４５回大津市写真展覧会 

表彰式 
 

日 時：令和４年６月１９日(日)午後１時～ 

                 場 所：大津市役所 別館 大会議室 

 

 

式  次  第 

   

   １  開 式 の 辞 
 

          

   ２  式   辞 
             湖都文化実行委員会実行委員長 

                              

   ３  出 席 者 紹 介 
 
           

   ４  表 彰 状 授 与 
 

 

   ５  来 賓 祝 辞 
    大津市議会議長  

       

   ６  閉 式 の 辞 
             大津市長 
 

 

※ 閉式後、会場内にて記念写真撮影を行ないます 
            

１４時４５分～ 大津市美術展覧会入選作品講評会 

（歴博、市民文化会館の各展覧会場） 



うち U-30 出品委嘱

　　特選 　　佳作 　奨励賞 無鑑査等

日本画 26 26 4 5 - 14 40 40

洋・版画 106 101 8 6 (1) 16 122 117

彫刻 12 12 4 1 1 4 16 16

工芸 33 29 4 5 (1) 9 42 38

書 79 79 7 9 1 17 96 96

計 256 247 27 26 2(2) 60 316 307

＊U-30奨励賞の（　）については、佳作とのダブル受賞

第７２回大津市美術展　出品状況表

作品 応募数 入選数 総出品数 陳列数


