
静岡県障害者芸術祭参加事業第４２回静岡県障害者文化作品展入賞者一覧 

 

最優秀賞（静岡県健康福祉部長賞） 6点 

部門 番号 題名 氏名 市町名 障害区分 

絵画 129 渓流 坂部 進 掛川市 難聴 

書道 233 菜の花や（俳句） 永井 利夫 菊川市 身体障害 

写真 315 越前海岸の夕景 寺田 幸男 磐田市 頸椎障害 

工芸 510 花瓶三種 田村 恵美子 吉田町 脳血管障害 

手芸 633 トートバッグ 中込 政子 静岡市 内部障害 

文芸書画 711 秋の花 川瀬 悦子 長泉町 心臓障害 

 

優秀賞（静岡県身体障害者福祉会・会長賞） 11点 

部門 番号 題名 氏名 市町名 障害区分 

絵画 121 寸又峡吊り橋 杉田 幸宣 伊東市 下肢障害 

 128 袋井本校のなかまたち 松井 久悦 菊川市 知的障害 

書道 225 寒月 水口 和子 熱海市 下肢障害 

 251 仮名書 関口 淳子 書道教室 下肢障害 

写真 310 夏の夜空に咲く花火 飯塚 一郎 藤枝市 左足障害 

 320 夜の天浜線 北村 弘美 パーキンソン病友の会 パーキンソン病 

工芸 509 衝立（ついたて） 柿本 廣司 島田市 右足切断 

 519 水琴窟 室星 みや子 静岡医療福祉センター 右上下肢機能障害 

手芸 609 箱根とあじさい 高草 昌子 裾野市 内部障害 

 630 押花の行灯（花あかり） 花島 寛子 袋井市 下肢機能障害 

文芸書画 701 絵手紙 井上 健 伊東市 聴覚障害 

 

特別賞（静岡県社会福祉協議会・会長賞） 6点 

部門 番号 題名 氏名 市町名 障害区分 

絵画 124 シーラカンス 永田 芳昭 菊川市 左上下肢麻痺 

書道 250 愛月夜眠遅 森嶋 三男 書道教室 内部障害 

写真 316 見廻り 北山 未子 浜松市 聴覚障害 

工芸 504 花と女（七彩ステンド） 土屋 幸子 裾野市 下肢障害 

手芸 623 エトのおさるのかごや 鈴木 久代 島田市 下肢機能障害 

文芸書画 702 山寺の秋 島貫 大成 熱海市 下肢障害 

 

 

 

 

 



 

 

努力賞（静岡県身体障害者福祉会・会長賞） 18点 

部門 番号 題名 氏名 市町名 障害区分 

絵画 106 それぞれの秋 北條 靖大 静岡市桜の園 脳性麻痺 

 130 ホールインワン頑張ったよ!! 大川 廣 袋井市 脳血管障害右上下肢障害 

 139 冬景色 田中 俊二 静鈴会 言語機能障害 

 140 スターチス 芥川 睦子 パーキンソン病友の会 パーキンソン病 

書道 220 一光 高橋 茂美 静岡市桜の園 右半身麻痺 

 237 変則通 芝田 耕太郎 浜松市 脊髄損傷・脳血管障害 

 238 無能飽酔大平春 鈴木 あや子 浜松市 慢性関節リウマチ甲状腺 

 248 行雲流水 森下 博子 書道教室 視覚障害 

写真 306 ガラスの道 長谷川 浩 裾野市 内部障害 

 314 絆の笑顔 石川 博彬 袋井市 聴覚障害 

 319 もくれんの花 原 清二 静岡市 右下肢機能障害 

彫刻 401 乳幼児体重計 大石 広司 袋井市 左足運動障害 

工芸 508 シャドーボックス 北堀 百々代 焼津市 心臓機能障害 

 512 お城 大石 章夫 菊川市 聴覚障害 

 513 五重の塔 松浦 一郎 掛川市 呼吸機能障害 

手芸 619 松福酉 福井 里美 藤枝市 下肢障害 

 621 セミフォーマルドレス 磯部 和代 藤枝市 上肢右肘関節機能障害下肢左膝関節機能障害 

 637 手作り人形の着物（古布を使用） 森 知津 パーキンソン病友の会 パーキンソン病 

 


