
第63回鳥取県勤労者美術展　表彰者一覧

部門 № 作　品　名 住所

とが　　　　こうけい いわさき　みずえ

尖った光景 岩崎　瑞枝
こうべ　　　いの 　　　　なかむら

神戸の祈り 中村　ヒトシ
かじつ 　とくだ　　さんりょう

夏日 徳田　三凌
せん き し 　かわた　 けいざん

錢起詩 河田　桂山
かみかざ くにとう　　きいちろう

髪飾り 國頭　暉一郎
ゆきど　　　　　かいどう かなみや　かつひろ

雪解けの街道 金宮　勝洋
こけでら　　いちぐう かがわ  　ほううん

苔寺の一隅 賀川　萠雲
り はく し なかばやし　せいうん

李白詩 中林　静雲
おとこしゅう なかむら　たけし

男衆 中村　武
しゅせん  たけべ   　いさお

朱扇 武部　　功
はな           あだち　　 た づ  こ

華 足立　多津子
　　　　　　　　　　　 たま いのうえ 　さとし

玉つさの 井上　　惺
ｸﾞｯﾄﾞ　ナイト すずき　 しんきち

Good night 鈴木　新吉
シネマ  　スクリーン つむら　 　むつお

Ｃinema　Ｓcreen 津村　睦男
まぼろし 　まちだ　 みのる

幻 町田　實
こさめ  　なか たにぐち　まさゆき

小雨の中 谷口　正幸
　　　　　　　　　しょとう　　　ひ　ざ やまもと 　しずえ

初冬の日差し

 せ た　　　かずお

サマーパラダイス 瀬田　和男

あか　あお　　ゆううつ いのうえ　ひであき

赤と青の憂鬱 井上　英明

はら 　こうたろう

イン・マイ・ライフ 原　光太郎

なが　　き　　　　もの 　　　いしまる　　　　　　こ

流れ来たる者 石丸　なつ子
　　　　　　　　　　かぜ　　かん はせがわ　　とし こ

風を感じて 長谷川　利子
　　　　　　　　　　しゅつらん　ほま いずみ　だいしろう

出藍の誉れ 泉　大志郎
しんど　じゃく 　　　いち ば　　 ふ  じ  え

震度６弱 市場　富士枝
しせん やはら　　ひろあき

視線
ようこう やまもと　たかゆき

陽光 山本　孝之
 みらい　　もり ハル

未来と森 ＨＡＲＵ
もりわき　ふみこ

さあ、めしあがれ 森脇　史子
だいち　　　き　おく たなか　としかず

大地の記憶 田中　敏一
セプテンバー よしのぶ　きくみ

September 吉信　菊美
はな みた　　　なおみ

花 三田　直水
そんかいはくようしゅ こ　く　え 　 み　さ　こ

尊開柏葉酒 小久江 美佐子

雅号又は氏名

鳥取県知事賞

写真 1322 様 米子市

日本画 3201 様 鳥取市

洋画 2107 様 鳥取市

書道 4102 様 鳥取市

鳥取県労働者福祉
協議会理事長賞

写真 1321 様 伯耆町

日本画 3104 様 八頭町

洋画 2101 様 鳥取市

書道 4109 様 鳥取市

鳥取県経営者協会
会長賞

写真 1210 様 倉吉市

洋画 2305 様 境港市

書道 4115 様 鳥取市

写真 1132 様 鳥取市

写真 1215 様 湯梨浜町
鳥取県商工会議所

連合会賞

写真 1111 様 鳥取市

写真 1319 様 米子市

洋画 2112 様 鳥取市

写真 1116 様 鳥取市
鳥取県商工会連合会

会長賞

写真 1325 様 南部町

写真 1206 様 北栄町

洋画 2308 様 米子市

鳥取県中小企業団体
中央会賞

写真 1305 様 米子市

写真 1309 様 米子市

洋画 2201 様 倉吉市

写真 1307 様 日野町

中国労働金庫鳥取県
営業本部本部長賞

写真 1303 様 米子市

洋画 2110 様 鳥取市

写真 1315 様 境港市

日本画 3110 様 鳥取市

写真 1209 様 倉吉市

写真 1134 様 鳥取市

連合鳥取会長賞

写真

洋画

日本画

書道

来場者の人気投票により決定します

投票期間は１月１５日（日）～１月２１日（土）正午まで

表彰式：１月２２日午後２時３０分から２時４５分

書道 4107 様 鳥取市

全労済鳥取県本部
本部長賞 洋画 2114 様 鳥取市

一般財団法人鳥取県労働者福祉協議会


