
第６４回鳥取県勤労者美術展　表彰者一覧

部門 № 作　品　名 住所

あか　　かんらんしゃ こしたに　きょうこ

赤い観覧車 古志谷　恭子
な　  はな　  さ　  ころ たかむら　まさひろ

菜の花の咲く頃 篁　正廣
やぶつばき かがわ　　ひでひろ

藪椿 賀川　英広
ごらんせつし なかばやし　　せいうん

呉蘭雪詩 中林　静雲
まちかど たけとし　まさひで

街角 竹歳　雅秀
ねんりん かなみや　　かつひろ

年輪 金宮　勝洋
せいしゅう ふるた　　けいこ

清秋 古田　啓子
せき　　　　　       ひとり よねはら　じゅてい

咳をしても一人 米原　寿亭
すな　　ちょうこく のぐち　　ひろし

砂の彫刻 野口　浩史
レイン ドロップス たなか　　としかず

Raindrops 田中　敏一
じんぶつ　ながいす                      くろたに　はるま

人物-長椅子のモデル 黒谷　晴万
けいこく　　いろどり はやしばら　みちはる

溪谷の彩 林原　紀元
であ     やまもと　たかゆき

出会い 山本　孝之
ごがつ      うみ さわした　ゆり

五月の海 澤下　由里
うみべ　じょうけい おおた　かずお

海辺の情景 大田　和夫
きょうしつ　　せいぶつ しんえい　　　ゆか

教室の静物 真栄　友香
ひがんばなさ   なかむら　たけし

彼岸花咲く 中村　武
　　　ひ　    ごご ねれい　ひろゆき

ある日の午後 根鈴　裕之
しょしゅう　　ころ かがわ　せいさぶろう

初秋の頃 加川　清三郎
きぼう                    わたなべ　　あつこ

希望（のぞみ） 渡辺　厚子
みなそこ　すがた すずき　　ひでゆき

水底の姿 鈴木　英之
おも　   で   　くうかん やまもと　しずえ

想い出の空間
うみ　なつとまり くすもと　きよふみ

海（夏泊） 楠本　清文
はくきょいし やまもと　　しょうとう

白居易詩 山本　照涛
かみがみ　　こい すずき　　しんきち

神々の恋 鈴木　新吉
なつ  　く      たけもと　ひろふみ

夏の暮れ 武本　宏文
ひるぜん　　あき おくだ　なおき

蒜山の秋 奥田　直樹
なかざけ にしがき　こうせん

中酒 西垣　幸染
なつまつ    うえはら　　しゅんいち

夏祭り 上原　俊一
あつ　なつ いわさき　みずえ

暑い夏 岩崎　瑞枝
まどべ                      あだち　　　たづこ

窓辺のアトリエ 足立　多津子
にしき　　あき いわがき　はるよ

錦の秋 岩垣　治世
げんかいしゅうらく　  あしおと やまね　かずお

限界集落の足音 山根　和夫
いちょう　　はこ まつした　しょうじ

銀杏の箱 松下　昇司
だいせん　　  ゆきげしょう やまぐち　せつこ

大山の雪化粧 山口　節子
ちくせいしょうえい なわ　　　のぶこ

竹聲松影 那和　宣子

雅号又は氏名

鳥取県知事賞

写真 1315 様 米子市

日本画 3104 様 八頭町

洋画 2118 様 鳥取市

書道 4112 様 鳥取市

鳥取県労働者福祉
協議会理事長賞

写真 1217 様 北栄町

日本画 3102 様 鳥取市

洋画 2104 様 鳥取市

書道 4201 様 倉吉市

鳥取県経営者協会
会長賞

写真 1114 様 鳥取市

洋画 2305 様 境港市

日本画 3207 様 琴浦町

写真 1137 様 鳥取市

写真 1321 様 南部町
鳥取県商工会議所

連合会賞

写真 1307 様 境港市

写真 1325 様 米子市

洋画 2108 様 鳥取市

写真 1209 様 北栄町
鳥取県商工会連合会

会長賞

写真 1208 様 倉吉市

写真 1323 様 伯耆町

洋画 2304 様 米子市

鳥取県中小企業団体
中央会賞

写真 1143 様 鳥取市

洋画 2202 様 倉吉市

書道 4303 様 米子市

写真 1322 様 南部町

中国労働金庫鳥取県
営業本部本部長賞

写真 1105 様 鳥取市

洋画 2301 様 米子市

写真 1331 様 米子市

書道 4113 様 鳥取市

全労済鳥取推進本部
本部長賞

写真 1120 様 鳥取市

洋画 2308 様 境港市

写真 1329 様 米子市

日本画 3212 様 北栄町

様 米子市

3301 様 伯耆町

4108 様 鳥取市

連合鳥取会長賞

写真

洋画

日本画

書道

1204 様 北栄町

2302

一般財団法人鳥取県労働者福祉協議会


