
＜ 勤美展賞 ＞ 
日本画の部                洋画の部  
謳 う      前田佳代子       ＷＯＲＫ０５Ｂ  木原佐代子 

       
書の部                  写真の部 

     万葉５首     井森清泉        凛       中川常正   

    
彫塑の部                 工芸の部 

     お地蔵様     宮川秀雄         多武峰（タピストリー）桑江精子 

               
 



＜ 知 事 賞 ＞ 
日本画の部                    洋画の部  
 「老壁（ローマ遺跡）」 加藤 茂          「共に走った物たち」 大井みどり 

                    
書の部                      写真の部 
  杜牧の詩      花岡京子           色彩模様      横前正吉 

             
彫塑の部                    工芸の部 

   乙（舌出し）   加賀音吉            胴浮彫七宝古色色上げ 小山 正 

                  
 
 



＜ 県議会議長賞 ＞ 
日本画の部                 洋画の部  

    椿        後藤博子          若い人       山本博子 

          
書の部                    写真の部 
秋の歌     川代久美子           小鹿      八尾弘昭 

    
彫塑の部                   工芸の部 

    布袋和尚      松本 勘         男の隠倉   岡田 作 

          
 



＜ 奈良市長賞 ＞ 
日本画の部                  洋画の部  

    向日葵        福田美代子       愁 色       太田尚宏 

             
書の部                    写真の部 
顧璘の語       田原瑞香        家 族       飯田敏夫 

                 
彫塑の部                   工芸の部 

    安 宅         今井一雄         花 藤     坂口敏子 

                 



＜ 近畿ろうきん奈良県本部長賞 ＞ 
日本画の部                  洋画の部  

    月下美人        藤田朋子       カン・かん     江村和明 

               
書の部                    写真の部 
秋           西 翆香       紅 秋     小田敏男 

                   
彫塑の部                   工芸の部 

    高 砂         高 晟介     煌めき（タピストリー） 奥西セツ 

          



＜ 全労済理事長賞 ＞ 
日本画の部                  洋画の部  

    生きる        和田健一郎       フラメンコ     田中玲子 

               
書の部                    写真の部 
杜甫の詩 月夜    池口清漣        春風散色     紙森利美 

              
彫塑の部                   工芸の部 

    太 郎         井岡三郎       五重塔（興福寺） 

                
 



 
＜ 勤美展奨励賞 ＞ 
洋画の部  果物いろいろ  藤林せい子       夏模様   森脇宏       

               
 書の部                 写真の部 

小百合       新葉久美       朝靄吉野   山本英輔  

           
 黎明（大峰山地）  岩井惇       争 奪    市村國俊 

         
 工芸の部  花の彩織   大谷美喜子       春の山（帯） 岡田澄江 

                   
 



 

第４７回奈良県勤労者美術展審査講評 
 

日本画の部  審査員 松井牧牛 

武市美知子 
総評 
搬入数がやや少なかったのは残念です 
彩色画の方はまあまあですが水墨画の方は模写でなくもっと創作的に取り組んでもらいたい。 
 
勤美展賞「謳う」 前田佳代子 
ほたる袋の白い花を巧に表現していて見ていて楽しい作品になっている。 
 
知事賞 「老壁（ローマ遺跡）」加藤茂 
遺跡の一隅を巧にとらえた佳作である。 
 
県議会議長賞 「椿」 後藤博子 
素直な絵であり、椿の花の雰囲気と葉の色彩がすぐれていて質感が良く出ている良い作品である。 
 
奈良市長賞 「向日葵」 福田美代子 
バックと葉の処理、仲々シャレタ感覚で好感を持つ佳作である。 
 
近畿ろうきん奈良県本部長賞「月下美人」 藤田朋子 
長い間育んで夜の一瞬に咲く花の力強さ豪華さを丁寧に表現されている力作である。 
 
全労済理事長賞 「生きる」 和田健一郎 
若い人の作品でしょうか、大胆な構図で両端の木の枝も面白く椿の花も葉もよく描かれている努

力作である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



洋画の部  審査員 久保 晃   

          辰巳文一 

 
総評 
今年の勤美展は充実した会場を構成しているようです。抽象、具象のタブローが面白い関係で展

示されました。 
 
勤美展賞「ＷＯＲＫ‘０５ Ｂ」 木原佐代子 
大作３点、コラージュによる造形はリズミカルに響きあって、軽妙な表現は印象的である。 
知事賞 「共に走った物たち」大井みどり 
置かれた物と物との配置がよく、それぞれの質感の表現にも心がけている。色調 
が美しい。 
 
県議会議長賞 「若い人」 山本博子 
さりげなくすわった人物のポーズと着彩もよく、バックも工夫されている。人物と椅子のつなが

りをよく見て描かれたら更に良くなったと思われる。 
 
奈良市長賞 「愁色」  太田尚宏 
全体としての色調がとても美しい。道の入れ方もよく情景の雰囲気がよく出ている。 
 
近畿ろうきん奈良県本部長賞  「カン・かん」 江村和明 
無造作に置かれたあきかんの配置とその色のとりあわせが面白い。 
 
全労済理事長賞  「フラメンコ」 田中玲子 
フラメンコを踊る赤衣の人を中心にまとめてあるが、動きもあり楽しい作品となっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



書の部  審査員  今井凌雪 

          中野南風 

          吉川美恵子 
総評 
趣味でやっている人と本格的な作品が混在しているようである。 
仮名の方は練度が高く構成も自由自在で中央展に出品されてもよい作が多い。漢字の方は六朝の

楷書も出品され変化に富み、力動感あふれたものが多かった。見方によるが現書壇を考えるもの

と自分の書を追求するものの違いのように思える。 
 
勤美展賞「万葉 五首」 井森清泉 
この方は才能がある。字間をつめ、文字の大小や行間の処理等こだわりもなく自然にできている。

これは天性のものであるといえよう。自重大成されるよう願っている。 
 
知事賞  「杜牧の詩」 花岡京子 
線が伸びやかで冴えている。書く前にもう一度文字を調べて書くように。 
 
県議会議長賞 「秋の歌」 川代久美子 
これもいい作品であるが、やや連綿や筆圧の入れ方に一気呵成の趣きが加われば更によい。 
奈良市長賞  「顧璘の語」 田原瑞香 
迫力があり、文字は力動感がある。字座の大きいのが魅力的。 
 
近畿ろうきん奈良県本部長賞 「秋」 西翠香 
克明に書き写し、原帖の神韻を得ている。すごい努力作である。 
 
全労済理事長賞  「杜甫の詩“月夜”」池口清漣 
線が素朴で厚みがある。書くとき息を続けて一息で書くこと。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



写真の部  審査員 中村明巳 

          山口 勇 
総評 
今年度の出品作は概して狙いのしっかりしたものが多くなったように感じられました。 
作品の上位入賞作品はいずれも好感のもてる結果選ばれたものですが折角のフレーミングをシ

ャッターチャンスを失することによって生かされなかったものもいくつかありましたので今後

の思考錯誤が期待されます。 
 
勤美展賞  「凛」 中川常正 
浮見堂の雪景色をダイナミックに捉えて重量感を出し、シアン系フィルターを使って寒さを表現

することに成功し第三者にその意図を伝えることができた秀作である。 
 
知事賞  「色彩模様」  横前正吉 
暗い水面にゆらぐ赤い彩りに動感があり作者は最もよい形のところで描写されています。画面内

の小さい水紋を作者は見逃すことなく写し取られた事で一段と見ごたえのある絵画的な作品に

仕上がりました。 
 
県議会議長賞 「小鹿」  八尾弘昭 
仔鹿誕生の季節、すばやく飛び廻る鹿を逆光線で絞りを開放にしてハイスピードで捉えて浮き立

たせた効果の生かされた作品になった。特に目にあったピントとキャッチライトが優れている。 
 
奈良市長賞「家族」  飯田敏男 
家庭ではテレビに夢中になる時代ですが楽しい家族の会話が聴こえ伝わってくるようなほのぼ

のとした憩いを求める時代にふさわしい作品になりました。 
 
近畿ろうきん奈良県本部長賞 「紅秋」  小田敏夫 
白樺の白い色彩りと紅いウルシの葉がバランス良くフレームされ見ごたえのある作品です。この

作品の最も評価したいのは白い２本の木の力強さと、赤い葉の形と色彩が画面にうまく構成され

ています。 
 
全労済理事長賞「春風散色」  紙森利美 
桜の大木を画面左右に写し込まれた力強い作品です。花の落下の一瞬をシャッターチャンス良く

描写された作者のカメラアイはすばらしい。 
 
 
 
 
 
 



彫塑の部  審査員   河井久信 

            大林杜壽 

 
総評 
今（本）年の出品点数は少ないが、昨年多数あった一刀彫風の模倣作品が少なくなり、本来の彫

刻の傾向がうかがわれるのは大変よい事だが、まだ作品のモデルをもっとよく観察してほしい。

モチーフも人体や動物、仏像と狂言面などバラエティーに富んだ作品展になっています。 
 
勤美展賞  「お地蔵様」  宮川秀雄 
大変ユーモアあふれる作品で宇宙人を想わす所など観る人を「癒やす」。自然に顔がほころんで

くる様に思うが、アイデア的にならず創作的に今後の努力を望みます。 
 
知事賞  「乙(舌出し）」 加賀音吉 
昨年も面を出されたと思いますが今年の舌出しはなかなかユーモアがあり愉快な作品である。彩

色一段の工夫をされ更に能楽の研究をされるともっと良くなると思う。 
 
県議会議長賞  「布袋和尚」  松本勘 
材質が欅だと思うがこの堅い木をここまで彫り込んだ努力は意としたいが、今後技術的に一層の

努力を望みます。 
 
奈良市長賞   「安宅」  今井一雄 
一応まとまっていて良いと思う。なお一層の努力と勉強を望みます。 
 
近畿ろうきん奈良県本部長賞  「高砂」  髙晟介  
一生懸命彫っておられることは良く分かりますが、めでたい曲なので能楽の研究をされる事を望

みます。 
全労済理事長賞  「太郎」 井岡三郎 
全体のポーズは良いが解剖学的に勉強すればもっと良くなると思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



工芸の部   審査員  松本政昭 

            山野幸夫  

            森本恭子 
総評 
押花・染色の作品が大半を占め例年にない展示になりました。 
押花作品は年々向上し審査の難しさを感じました。 
次年には陶芸の多数の出品を期待します。 
 
勤美展賞   「多武峯（タピストリー）」  桑江精子 
型染の技法を用い布地の白と植物染料(柿渋)の濃淡だけで表現されたタピストリー。 
デフォルメされた構図も力強く、染の美しさが感じられる作品です。 
 
知事賞  「銅浮彫七宝古色色上げ」  小山正 
富士山を表現される上で、三枚に割られた効果や色相のバランスも力強く構図上も安定のある作

品に仕上がっています。 
 
県議会議長賞  「男の隠蔵」 岡田 作 
  
柿材の美しく繊細な杢を活かされた作品で、加工精度も良く長く使えば使うほど味わいがある家

具であろう。 
 
奈良市長賞  「花藤」   坂口敏子 
藤のもっている特質や性格に写実で表現され、構図も無理のない様が清潔感があり好感のもてる

作品となっています。 
 
近畿ろうきん奈良県本部長賞   「煌めき（タピストリー）」  奥西セツ 
 
大きな画面に抽象的な形で大胆に構成されています。暖色系淡い色から濃い色に重ねていく過程

も無理なく自然です。泣きが少なくもう少しクリアに仕上がれば型染の美しさがもっと感じられ

たのではと思います。 
 
全労済理事長賞 「五重塔（興福寺）」 中西武治 
バランスのしっかりとした実物にもおとらない形態に仕上がった力作です。白木造りの美しさに

加え、年を重ねるに従って落ち着きをかもし出すでしよう。  
 
 
 
        

            


