
 

「第 2 回 Art Exhibition 瀬戸内大賞」入選作品について 

平成 29 年 3 月 7 日 

 

一般財団法人くれしん芸術文化財団が開催した 「第 2 回 Art Exhibition 瀬戸内大賞」につきまして、受賞者お

よび入選者が決定いたしましたので下記の通りお知らせいたします。なお受賞作品・入選作品につきましては、呉

市立美術館にて展示いたします。 

 

記 

1.入選作品・受賞者（敬称略 五十音順） 

 

グランプリ（1点） 

呉湾・夕凪 國安 建司 

 

金賞（1 点） 

再生２０１７ 石﨑 将浩 

 

銀賞（2 点） 

冬の気配 田村 末人 

アートって何だろう 藤野 陽平 

 

銅賞（4 点） 

初夏の尾道 安道 隆之 

街 礒道 慶子 

しずか 岩本 琴美 

約束 大田 玲子 

 

奨励賞（22 点） 

造船所を望む丘から 石田 雅典 

呉今昔物語り 小川 公久 

碧のマドンナ 落田 克二 

夢 川崎 巧 

輝 河部 光恵 

ＧＥＴ ＢＡＣＫ－112－Ｙ 木下 泰嘉 

残光 河野 とみ子 

いのち 是永 昭宏 

月下の乗鞍高原 島田 榮一 

航跡（MORNING REFLECTIOＮ） 島田 戴造 

ご加護を・・・ 千田 禅 

繋がる 徳永 恂子 

神さまのお通り「少彦名」 中尾 順子 

再生・Pray 中土居 正記 

夢の彼方 廣渡 優子 



奨励賞（22 点） 

通り路 藤井 妙子 

古代の詩 舩石 守郎 

秋夢にある命 松浦 皆子 

野の花 三嶋 雪子 

初夏 三戸森 泰子 

静寂な時間の中で 宮榮 絵美 

午後の陽射し 山口 操 

 

入選作品（59 点） 

過ぎゆく 麻生 美世 

観察 飯田 優子 

寂 稲迫 光枝 

北酒場 占部 妙子 

呉湾鳥瞰 大形 久典 

夕映え 岡 英幸 

エナジー 小笠原 るり子 

瀬戸内にての一隅 越智 泰二 

街路の一刻 甲斐 君枝 

カルテット 笠井 まり子 

日招伝説 片山 幹雄 

夢のおはなし 上敷領 美津枝 

記憶 川﨑 友貴 

無二 川本 雅之 

花明り 久保 美保子 

成長の旅 栗栖 雪子 

寒い朝 桑原 律子 

はなのころ 古浦 祐子 

変らぬ光 小林 富美子 

散歩道 秋  小林 眞壽美 

祝島暮色 金蔵 美代子 

ジャンクション 坂本 敏行 

あじさい 佐藤 すぎゑ 

蛍舞う夜に 島田 愛子 

共生パフェ 島田 青坪 

安芸津回想 塩飽 一昭 

雪景・縮景園 新庄谷 務 

蛸漁の後で 菅原 タヤ子 

思い出せない 角野 里沙 

かきの寝床 川后 久美子 

ひととき 田尾 芳枝 

『四季の歌・春を…♫』 谷口 清文 



          

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

2.作品展   

 

展示場所 呉市立美術館 2 階展示室 

展示期間 平成 29 年 3 月 16 日（木）～20 日（月） 

午前 10 時～午後 4 時 30 分 

※最終日は、午後 3 時 30 分から表彰式のため午前 10 時～午後 3 時 30 分 

展示作品 受賞作品 30 点、入賞作品 59 点を展示いたします。 

 
以 上 

入選作品（59 点） 

温故知新の港 谷邊 房士 

繊細な花 坪島 輝明 

忍法！隠レ身ノ術！！ 寺内 紗璃 

一隅 中曽 始 

塔の見える風景 新田 惇子 

夜店 野口 美佐子 

潮騒 橋詰 真由美 

再生 畠山 三知 

至上の愛 浜田 香織 

大地の詩 原田 一雄 

男子会 原田 香代子 

春ふたたび 原田 幹子 

耐える 日浦 アイ子 

舞Ⅱ 百本 直子 

朝の風 藤田 のり子 

春待ち 本田 彰代 

春 前門戸 謙輔 

淡い光り 松井 寛司 

枯蓮 松本 千代 

未来の記憶 水嶋 早樹 

三姉妹 溝岡 麗子 

今年も、、、 道川 クニ子 

絆 三戸 捷史 

僕の行方 湊 里香 

出発 美野 りえ 

神明市 森岡 勇二 

在る 山下 喜代女 


