
                    久留米市芸術奨励賞　年度別受賞者
※ は団体受賞者

年度 文芸部門 氏名・団体名 美術部門 氏名・団体名 音楽部門 氏名・団体名 芸能部門 氏名・団体名

48 小説  新　　　昌　良 ◎洋画  大　石　　隆 洋楽 久留米音協合唱団  該当者なし

49 短歌  小田部　恵美子 ◎洋画  浦　園　　繁 洋楽  ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ吹奏楽団久留米 茶道  溝　尻　文　雪

50 俳句  中　村　　田人 ◎彫刻  能登原　弘　芳 洋楽  ひびきの会 邦舞  藤　間　天津雄

51 短歌  才　所　三　正 ◎写真  津　留　　亨 邦楽  田　中　恵美子 邦舞  花　柳　光　君

52 小説  橋　本　從　子 ◎洋画  古　賀　耕　児 洋楽  久留米室内管弦楽団 謡曲  河　北　庸　子

53 小説  杉　山　　京 ◎彫刻  和　田　　章 洋楽  隈　丸　光　次 邦舞  泉　　　徳　鳳

54 詩･小説  高　野　義　裕 ◎彫刻  毛　利　陽出春 邦楽  中　村　雅楽芙美 華道  松　永　　滋

55  該当者なし ◎洋画  久保田　済　美 洋楽  中　島　政　裕 洋舞  熊　井　とし子

56 小説  田　中　妙　子 ◎洋画  柿　原　　聰 洋楽  木　村　清　吾 邦舞  藤　間　勘志津

57 小説  角　松　光　子 ◎書道  森　　　史　陽 邦楽  杵　屋　和次郎 謡曲  山　口　澄　子

58  該当者なし 洋画  安　達　弘　記 ◎洋楽  木　下　康　子 華道  山　内　量　恵

59 戯曲  石　山　浩一郎 ◎ｸﾞﾗﾌｨｯｸ  納　戸　健　次 洋楽  中島田　良　子 洋舞  藤　田　美知子

60  該当者なし ◎彫刻  津　留　誠　一 洋楽  畑　井　多恵子 謡曲  武　富　　昭

61 小説  松　尾　安　子 ◎洋画  弥　富　節　子 洋楽  川　口　雪　子 民謡  川　口　一　幸

62 ○詩  鍋　島　幹　夫 ◎書道  井　上　泰　三 ｼﾝｶﾞｰ  向　井　治　英  該当者なし

63  該当者なし ◎洋画  古　賀　康　正 ○洋楽  戒　重　　守 洋舞  齋　藤　　彰

1 詩  山　本　源　太 ◎洋画  秋　山　和　豊 邦楽  野　口　心　山 ○茶道  高　倉　宗　明

2 ○短歌  大津留　　敬 ◎書道  北　村　久　峰  該当者なし  該当者なし

3 小説  諸　藤　成　信 彫刻  今　村　　修 ◎洋楽  原　　　浩　美 ○謡曲  佐　藤　千　博

4 小説  岡　野　文　子 ◎洋画  竹　内　　晟 ○洋楽  南　　　幸是朗 洋舞  熊　谷　妃　紗

5  該当者なし ○日画  池　田　房　子 ◎洋楽  合唱団四季 華道  森　部　　隆

写真  田　中　正　敏

6  該当者なし ◎彫刻  内　野　博　夫 謡曲  松　田　美栄子 ○邦舞  藤　間　道　優

工芸  秋　山　るみ子 洋楽  久　冨　克　己

7 川柳  橋　本　天　呑 洋画  池　末　　満 ○洋楽  田　代　佳代子 茶道  金　子　明　雲

◎書道  諸　石　祥　雲

8 短歌  藤　吉　宏　子 洋画  西　原　　幹 ○民謡  松　野　さかえ ◎邦舞  花　柳　三枝君

書道  佐　川　大　羊

写真  壇　上　善　一

9 川柳  松  永  千  秋 ◎洋画  古  賀  久  道 ○洋楽  樋  口    豊 華道  佐  藤  恵  子

工芸  足  立  和  子 謡曲  飯  田  清  一

10 短歌  角　　　忠　太 　 美術Ⅰは 該当者なし ◎洋楽  脇　坂　みどり 洋舞  齊　藤　節　子

○書道  大　嶋　陽　堂 民謡  藤　堂　輝　若  

11 小説  藤  本  　隆 ◎洋画  江  口　  登 該当者なし 謡曲  伊  藤　晶  子

美術Ⅱは 該当者なし ○茶道  田  中　宗　俊  

12 小説  隈    恭  徳 ◎洋画  後  藤  秀  明 洋楽  中  尾  陸  美 謡曲  吉  山    有
○ｸﾞﾗﾌｨｯｸ  井  上    明   

13 短歌  栗　林　喜美子 美術Ⅰは 該当者なし 洋楽  宮　田　玲　子 ○邦舞  花　柳　津祢里

◎評論  田　内　正　宏 工芸  蓮　井　初　美 謡曲  立　花　笙　子

14 ○随筆  轟　　　寿　男 洋画  丸　山　孝　晴 洋楽  猪　口　正　子 謡曲  山　口　剛一郎

工芸  虻　川　町　子 ◎ 洋楽  岡　村　　　弘 　

15 短歌  萩　尾　満里子 洋画  本　村　浩　章 ○邦楽  岩　村　恵　子 ◎洋舞  中　島　　周

美術Ⅱは 該当者なし  洋楽  山　田　俊　之 茶道  石　井　淳　子

16 該当者なし ◎彫刻  仲　　正　彦  洋楽 ﾑｼﾞｶ･ｿﾅｰﾚ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ 洋舞  城　戸　玲　子

美術Ⅱは 該当者なし ○洋舞  齊　藤　　拓

17 ○短歌  大津留　直 洋画  二　橋　重　美 該当者なし 茶道  川口　博子

◎彫刻  元　田　典　利 茶道  德永　薫

書道  今　鶴　孝　子

18 川柳  馬　場　優　子 洋画  宇　美　拓　哉 ◎洋楽  上　野　あきほ 該当者なし

書道  宮　崎　雅　箕

工芸  山　口　怜　子

 　文芸  　　　　２８名  　美術  　　　　４６名  　音楽   ６団体２９名  　芸能  　　　　３６名

19

20

21

22

23

24

25

26 ☆松崎　睦生（書道）、 久留米市民オーケストラ（洋楽）

27

28

29 北嶋　季之（洋楽）、☆みやざき　都（邦楽）

30 和田　剛治（洋楽）、 Ｐｏｎｓ Ｓｈｏｗ Ｙｏｕ（洋楽）

1 古処　誠二（小説）、月足　香（華道）、中川　勝詔（書画）、中村　勉也（演劇）、渉　将人（洋舞）

2 石田　洋子（書道）、稲吉　惠梨奈（洋楽）、倉八　環（華道）

◎：特別奨励賞（海外）　○：特別奨励賞（国内）     ☆研究・研修活動補助対象者（H22年度からH29まで授与）

※R2までの受賞者：個人179人、団体8団体　

財津　真理子(洋舞）、重松　結香（洋舞）、田中　慧（洋画）、元谷　京子（書道）、山田　明子（洋楽）

☆田本　春香（洋楽）、古賀　奈津美（洋楽）

上野　都（洋舞）、堤　裕子（書道）、中園　唯（染色）、☆吉武　弘樹（洋画）

小川　徹也（彫刻）、成清　マリ（書道）

藤間　勘志龍（日本舞踊）　

津留　初仁元（彫刻）、藤村　のりこ（洋画）

向坂　万基子（洋画）、仲　青崦（書道）、藤田　瑠理子（洋舞）、☆藤吉　浩代（洋楽）

☆齋藤　豊治（演劇）、武谷　佳水（書道）、田中　順子（洋画）

小川　幸男（洋画）、戒重　朋香（洋楽）、☆齊藤　耀（洋舞）、柳屋　栄（陶芸）、渡邉　賢峰（吟詠）


