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主催／敦賀市文化協会  共催／敦賀市教育委員会 

〈問い合せ先〉敦賀市文化協会事務局  TEL・FAX 0770-21-2229 

（文協賛助会員） 

(株)ハクケン・若越印刷(株)・港都つるが(株)・(株)トージツフーズ敦賀営業所 

ワコーサービス(株)・(有)ネットワークつるが（順不同、敬称略） 

～ポスター原画 10年の歩み～ 

第 50回～59回最優秀賞作品 

（今年度は公募していません。） 



回次 開催年 学校名 氏名（敬称略）

第50回 平成22年 　　中央小学校 　　 池沢　　瑠晟

第51回 平成23年 　　西小学校 　　 丸岡　　羽凛

第52回 平成24年 　　北小学校 　　 井関　　大地

第53回 平成25年 　　北小学校 　　 寺元　　佑佳

第54回 平成26年 　　気比高等学校 　　 五井　佑加子

第55回 平成27年 　　中央小学校 　　 藤田　　一志

第56回 平成28年 　　気比附属中学校 　　 林田　駿太郎　

第57回 平成29年 　　気比附属中学校 　　 山本　　恵那

第58回 平成30年 　　南小学校 　　 島田　　理菜

第59回 令和元年 　　気比高等学校 　　 山口　　　萌

～ポスター原画10年の歩み～

♣第50回から59回最優秀賞作品者紹介♧

この作品は小ホールにて展示しています。



          　　　　　    敦賀市文化協会 会長　柴田　幹男

　[日本画・水墨画]

　 敦賀南涛会　日本画成峰会　敦賀墨彩会　

 　敦賀青墨会　敦賀書画協会　

　[絵画・造形]

　 敦賀美術作家協会　

　 バーミリオン・パステル画会

　[書道]

   敦賀書人会 　玄々社　咲萊会

　 

　[写真]

　 敦賀写友会 　PHOTOCLUB「宙」

　[工芸]

　 美術工芸倶楽部とんび

　[俳句・短歌]

　 青砂俳句会 敦賀万象俳句会 敦賀市短歌人会 

　[趣芸］

　 敦賀盆栽・野草会　

　 中山フラワーデザインスクール 

ご あ い さ つ

出展・出品団体催　事　名 日時・場所

1

総合展示

展
　
示
　
の
　
広
　
場

10月23日(金)～10月25日(日)

9:00～17:00

 （最終日9:00～16:00）

プラザ萬象

 「第60回市民文化祭」がこのコロナ禍の中で、開催できますことをまずもって感謝申し上げます。

　今年は第60回という記念すべき節目の市民文化祭となりました。これもひとえに市民の皆様をはじめ

関係各位の永年にわたる厚いご支援とご協力の賜物と御礼申し上げます。

　今年の市民文化祭のテーマは「心をつなぐ 世代をつなぐ 文化のちから」といたしまして、10月23日

の「展示の広場」のオープニングより11月15日の「花展」まで市民文化センター、プラザ萬象において

開催いたします。

　日頃の活動の成果を発表する場である文化祭は、その年の集大成を飾る場でもあります。

います。

敦賀市民文化祭プログラム

　今年はコロナ禍で私たちの文化活動も多くの制約を受けるなか、この文化祭のために新たな創作や練

習に取り組んでまいりました。　多くの市民の皆様方に素晴らしい作品の数々やバラエティ豊かな芸能

　まだまだ収束の先が見えない日々が続いていますが、今こそ大きく変わる機会と捉え、文化活動の火

を消さず「新しい日常」への転換と地域文化の活動を継続して、このコロナ禍を乗切っていきたいと思

の舞台発表をご高覧いただき、文化芸能に触れるひと時をお楽しみいただければ幸いに存じます。



    池坊 澄樹会 　　 

　　池坊 昌草会　 　 

  　池坊   橘会   　 

花 　展     草月流彰頂会

    草月流奏頂会

    草月流彰寿会

    小原流和風会

    小原流江月会

　　琴名流大正琴すみれ教室・琴名教室

　　花柳流さくら会

　　つるが都山流尺八

　　民謡みすじ会

第１ステージ 　　藤乃会

    長唄 はなびし会

　　氣比太鼓保存会　　

　　花柳流花栄会

　　郷土太鼓伝承会

　　柴田音頭保存愛好会 

　　クレール・バレエスタジオ

第２ステージ 　　三代舞踊団 敦賀支部

   （特活）JB Studio

　　琉球國祭り太鼓 福井支部

   　文協賛助会員：（株）ハクケン・若越印刷（株）・港都つるが（株）・（株）トージツフーズ敦賀事業所

                     ワコーサービス（株）・(有)ネットワークつるが （順不同・敬称略）
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芸
　
能
　
の
　
祭
　
典

10月31日(土) 13:00～15:00

市民文化センター

11月8日（日）13:00～15:00

市民文化センター

11月14日(土) 10:00～18:00

11月15日(日) 10:00～16:00

　主催：敦賀市文化協会　共催：敦賀市教育委員会

敦賀市民文化祭プログラム

出展・出演団体催　事　名 日　時・場　所

展
示
の
広
場



 展示の広場【総合展示】
１０月２３日（金）～２５日（日） プラザ萬象

      ９：００～１７：００（最終日９：００～１６：００）

［美術部門　日本画・水墨画］

 ・敦賀南涛会 田中　幹雄 滝澤須賀乃 増田　眞弓 向川　和美

 ・日本画成峰会 扇　　すみ 竹越富美江 南　　朝子 寺川　幸江  増田美代子

 ・敦賀墨彩会 中田美智代 山口　　久 杉谷小枝子 吉田千佳子 松木　尚子

中山　惠子

 ・敦賀青墨会 今井　一英 加藤　　浩 笹田多加子 高栄　　尚 田村　智子

檀野えみ子 中島　健士 中村惠理子 成田　鈴子 橋本　里見

福地　　博 舟木　和子 道野志津枝 森北　栄次

 ・敦賀書画協会 畠山　旺佳 今井　一英 磯本　香雪 木村　紀子 向川　和美

松本　碧燁 田代　李曄 岡本　煌曄 長谷川瓊千

［美術部門　絵画・造形］

 ・敦賀美術作家 谷本　勝美 伊藤ちづ子 谷口さやか 町野　謙司 高橋　幸一

　 協会 福谷　隆子 合田　敬子 堀川喜代子 ﾐﾊﾗｹ  ﾕﾘｱ 岩橋　晴之

石亀あや子 長谷　俊雄

 ・バーミリオン 伊藤ちづ子 石亀あや子 須藤　峰子 堀川喜代子 合田　敬子

 　パステル画会 橋本　幸子 清水　範子 木原　良子 横川由美子 市村　律江

荒木　　豊

［美術部門　工芸］

 ・美術工芸倶楽部
とんび

中西　從介 浅妻　郁子 金田　恵子 中西みい子
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 展示の広場【総合展示】
１０月２３日（金）～２５日（日） プラザ萬象

      ９：００～１７：００（最終日９：００～１６：００）

［美術部門　書道］

 ・敦賀書人会 千葉　半厓 黒川　白嶺 篠原　香厓 春日井貞崖 中井　笙石

奈部　有厓 桐畑　桂堂 中村　松鶴 靍野　桂月 渡辺　碧厓

小林　雪香 上山　梔仙 川瀬　雅園 北野　沙渚 宮下　香嶺

稲垣　楽水 上倉　　渉 遠藤　栄子 北畑　玉萩 木戸  春琴

木下　鷗渚 久我　昌弘 黒川　虚白 新川　益美 高橋　翠嶺

竹本　萩嶺 戸田　玉峰 中岸　游佳 長橋　嶺舟 西杉　庚風

野々　紅佳 別司　粋月 宮本　虹風 森川　友華 森　　裕苑

山形　月渚 山下　涛舟 山田　香泉 山本　碧桃 山本　凌月

 ・玄々社 小倉　和風 木谷　楊雪 木村　由翔 木挽　佳泉 髙村　青湖

中山　美鈴 中山　龍峰 野村　澄石 橋本　枝葉 松本　静香

宮内　朱葉 横川　彩雲

 ・咲萊会 小林　雪香 山本　稀香 永井喜美子 加藤　燁香 河端美年子

垂水壽美子 遊津　朋美 髙村満壽美

 ［美術部門　写真］

 ・敦賀写友会 浅妻　幸雄 阿部　督夫 石亀　　嶽 宇野　　隆 大南　栄男

篠原　憲司 杉原　純子 谷　　和子 西村　清七 𠮷田　俊雄

 ・PHOTOCLUB 松木　祐和 上坂　俊一 大谷　泰子 河端　咲美 木村多惠子

　　「宙」 竹中　　恒 畠山　旺佳 渡邊　　廣
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 展示の広場【総合展示】
１０月２３日（金）～２５日（日） プラザ萬象

      ９：００～１７：００（最終日９：００～１６：００）

［文学部門］

 ・青砂俳句会 中者　正機 川田　義州 中井　一雄 川北　寿子 服部　藤江

 ・敦賀万象 石田野武男 山本みゆき 倉谷　紫龍 倉谷ます美 靏田　勝子

　 　　 俳句会 内池　宏行 大田ふじ枝 川口　和代 中川　雅月 中村　秀一

中村　　優 前川千代枝

 ・敦賀市 竹内　展子 澤田　信子 上田　善朗 清野たか枝 杉本智冶子

      短歌人会 関　　淳子 孫野　佳子 一島　保子 矢部田鶴子 家倉多恵子

梅澤みち子 平岡喜代子 宮澤　和代 永田　弘子 興法　　恵

小島　順一 中瀬ちゑ子 森田　和子 岸本　溢恵 高木　敏美

[趣芸部門]

 ・敦賀盆栽・ 松永　照夫 高﨑　三蔵 吉田　克彦 西島　清治 大道　　哲

　      野草会 浅野　俊彦 高早　信男 寺村　敏男 松永　雄一 保野　　隆

出店　幸一 長谷　優慶 大北　秀徳 清水　正富 木村　秀一

渡部　英彦 中河　栄子

 ・中山ﾌﾗﾜｰ 河端　清美 小野　卓子 倉谷　敏美 清水　幸子 川中　理紗

　　ﾃﾞｻﾞｲﾝｽｸｰﾙ 中野　峰久 杉田貴美枝 桐山　佳奈 伊藤　典子 織田　裕子

松田かおり 知場　絵里 橋本　千春 辻原　典子 徳永　保子

大西　京子 中山真裕美
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 展示の広場【花　　展】
１1月１４日（土）～１５日（日） プラザ萬象

    　　　　　　　 １０：００～１８：００（最終日１０：００～１６：００）

 ・池坊澄樹会

佐々木すみ子 寺澤くに子 上村　泰子 関口まゆみ 市川　祝子

笹川　典子 吉長まどか

 ・池坊昌草会

小倉　潤子 笹木智恵子 善木　和子 浅井　紀子 中川美智子

畑　　民子 西野　敏子 井筒恵美子 甫里　定榮

 ・池坊橘会

酒井　陽子 高木キヨ子 後藤　弘子 村上　寿子 清水　　希

橋本　久子 遊津貞美子 小田　早苗 藏内　好美 菅野　千里

藤田　陽子 山口　寛子 南　　咲子 加茂　慶子 倉貫　春菜

倉貫　一義

 ・草月流彰頂会　　　

山根　惠彰 御代田彰葉 木村　瑤頂 吉田　玲頂 瀧波　彰陽

松本　彰夕 中村　惠香 梅田　美彰 鳫子　惠澄 上杉　喜彰

林　　香彰 久保田　佳 関地　紅紫 岸本　彰泉 畠　ひとみ

桃井由美子

 ・草月流奏頂会

浜詰　奏頂 佐伯　奏桜 岸本　奏潤 谷川　奏紗

 ・草月流彰寿会

西村  彰寿 野波　彰風

 ・小原流和風会

 　 川岸　豊春 増田　久子 中村恵理子 杉原　泰子 柴田　豊美

 ・小原流江月会

肥田野豊直 宮崎　暁洋 中川　芳真 森田　豊和 秋山　豊恵

山岸　豊浩 北川真由美 原　　希豊 安田　豊文 武田真澄美

村田　雅美 高岸美奈子 佐野ゆかり 長谷　紋子 菊池しのぶ

［教養部門］
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芸能の広場【第1ステージ】
１０月３１日（土）敦賀市民文化センター

１３:００～１５:００

1.　琴名流大正琴すみれ教室・琴名教室

萩しぐれ 中村喜美子 岸本登美子

ふたり道 髙澤百合子 浅妻寿美子

長崎の鐘 神門　英子 佐々木次子 田村　信子

原　智津栄 今町　絹枝 三輪美恵子 田中登志子

２.　さくら会

人生一路 中岸優理子

手古舞木遣り 東海　妃夏

あゝ水戸浪士 田中てい子

恋のからかさ

歌舞伎松竹梅

３.　つるが都山流尺八

そよ風 髙城翠伸山 若松　楓韻 山本　笙恢 小坂　幸博 清水　昌利

熊谷　　守 井美真寿美

本曲　平和の山河 髙城翠伸山 若松　楓韻 山本　笙恢 小坂　幸博 清水　昌利

４．民謡みすじ会

　1.三味線合奏

加納　　滋 中嶋　　翠 中村　幸子

　2.　民　　謡 （唄） 中村　幸子 笹井知絵子

　　イッチョライ節 （三味線） 加納　　滋 中嶋　　翠

（福井県民謡） （胡弓） 寺林　孝盛

　3.　民　　舞 （踊） 笹井知絵子

越前祝い唄 （唄） 中村　幸子

（福井県民謡） （三味線） 加納　　滋 中嶋　　翠

（胡弓） 寺林　孝盛

（三味線奏者）

 花柳太英若菜

 花柳太英大和
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・じょんから節



　　　　　　　　



芸能の広場【第1ステージ】
１０月３１日（土）敦賀市民文化センター

１３:００～１５:００

５．藤乃会

みちのく音頭 柿谷美津子 西野優紀枝 荻野三枝子

アイヤ子守唄 宮本豊富三

郡上ぼんぼり 上下　豊鈴

凛 坂田豊津弥

６．長唄 はなびし会

勧進帳～滝流し 杵屋勝浩矢 北村やす子 矢野みどり 矢野紬奈子 山貫　宮子

元禄花見踊り 杵屋浩波美 杵屋勝浩矢 北村やす子 矢野みどり 矢野紬奈子

山貫　宮子

二人腕久～たま合方 杵屋浩波美 杵屋勝浩矢 山貫　宮子

道成寺～ﾁﾝﾁｿﾚﾝ合方 杵屋浩波美 杵屋勝浩矢

７．氣比太鼓保存会

野坂太鼓

登城太鼓 田中　　晃 斉藤　留雄 浜川美代子 西村　幸子

流れ太鼓 海端　祥子 宇野年糸子 米田恵美子

十四日太鼓 中出　邦博 笹岡　自勝 倉田　房雄

四季太鼓

三日月太鼓

８.　花柳流花栄会

雛祭り 坊　明香里 木村　遼太

伊勢音頭 南光　美羽 木村　　碧

郡上くずし 松永みどり 星　　清美 増田　智美 吉澤千鶴子 坂本　早苗

北の漁場 花柳太英五郎
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芸能の広場【第2ステージ】
１１月　８日（日）敦賀市民文化センター

１３:００～１５:００

１．郷土太鼓伝承会

勇み打ち２０２０ 吉岡　恒雄

いやさか太鼓 黒瀬　　歩

春夏秋冬 尾上　晴美

太鼓「四季のつるが」 中澤　瑞穂

千本桜 中西　美幸

かけあい太鼓 中西　　櫂

出陣太鼓 中内　月見

２．粟野柴田音頭保存愛好会

山下　武志 間所　治郎 寺岡　富夫 奥野　泰子 中野　敦子

柴田音頭 滝本喜久栄 大間　春美 北川　譲二 寺岡とし子 増田　靖子

玉村　幸代 西村　幸子 井関　海斗

３．クレール・バレエスタジオ

津田ひなた 中村　結月 田辺　真羽 山岡芽保里 井口　　咲

島津凛々華 加藤　音彩 石黒　和奏 笠原　佳恋 高木　　優

鳥居　柊里 島津珠璃亜 池田　心音 溝曽路七海 﨑山　織音

𠮷田　煌理 木村　仁美 上野　美結 加藤　響生 前田　莉乃

   Jewelry Box 岩永みこと 前川菜々子 関　菜々椛 竹長　　花 小牧　龍将

汐谷　真季 庄山　　凜 田辺　真帆 池田　心大 水江奈那子

ゴメス光璃 堤　佳乃子 三宅　籾実 髙畑依央奈 塩谷　莉々

前田　寧々 安立　茉桜 福井結凛心 佐藤　三夏 山田　　楓

竹長　　杏 福地　　環 中島珠々音 吉田　茉右 高木　　凛

４． 三代舞踊団敦賀支部

 1. Lady is a Tramp 森　　蒼生 尾上　史季 小堀　望愛

 2. Joyful Joyful 森　　歩生 泉田茉以莉

 3. WANNBE 山下　優美 森　　蒼生 尾上　史季 早川さくら 古谷　　琉

山本　蒼依 古谷　　悉 小堀　望愛 茶谷　幸来

 4．ユー・フ― 森　　歩生 泉田茉以莉

 5. Brand New Day 山下　優美 森　　蒼生 尾上　史季 早川さくら 古谷　　琉

山本　蒼依 古谷　　悉 小堀　望愛 茶谷　幸来

  6.　ウィ・ラブ 山下　優美 森　　蒼生 尾上　史季 早川さくら 古谷　　琉

　　  ニューヨーク・シティ 山本　蒼依 古谷　　悉 小堀　望愛 茶谷　幸来

森　　歩生 泉田茉以莉
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芸能の広場【第2ステージ】
１１月　８日（日）敦賀市民文化センター

１３:００～１５:００

５．特活JB Studio

1. Lovely Tiare Tahiti 川端　菜月 川端　陽菜 岸　　桜子 中野　沙雪 野嵜　紗愛

吉本　桜季

2.Ob-La-Di,Ob-La-Da 今安　瑠珂 大味　優心 河端　花佳 北村　彩芽 白木　才絢

竹畑　秀美 中野　愛惟 中林　瑠菜 西口　彩愛 廣瀬　楓菜

藤田　心春 藤田　花香 森川　心愛 山崎　朱海 山下愛彩香

若林都夢季

3.Pineapple Princess 今阪　春花 江上　若和 小堀　七星 刀根　穂歌 刀根　桃香

西澤　玲那 本吉茉莉夢 森下　里桜 山口　彩実 吉本　桜奈

4.Get Ready 阿部　小花 安藤　音愛 河瀬みのり 久保上莉歩 嶋内　桃子

関地　真衣 田中　羽姫 辻　惟千夏 常田菜瑠実 友佐　咲来

中井　未來 西尾　夏音 畑　　璃希 南　　楓菜 森口　神楽

5.JEKYLL&HIDE 北野心々音 後藤　　花 中村　愛夢 彦瀬　媛里 松本　珠優

松本萌々花 八尋　希愛 渡辺　美月 山本　桃子

6.「404」notfound 朝井　　楓 一川日菜香 今井　美咲 上下　渚紗 上杉秋桜乃

神谷　英奈 河瀬　望楽 川端　菜月 川端　陽菜 北野　和奏

杉本茉祐佳 鈴間　流星 田口　桃子 竹中　萌愛 辻　　真悠

中野ひなた 成田　桃子 野口　夢来 堀江　芽依 安井　姫乃

安田　ルイ 八尋　愛梨 山田　笑梨 山本　萌奈 吉田　咲恵

吉本　桜季
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芸能の広場【第2ステージ】
１１月　８日（日）敦賀市民文化センター

１３:００～１５:００

６．琉球國祭り太鼓福井支部

1.　ニライカナイ 木村　幸暉 澤本　　学 竹中　爽良 田辺明日美 向山　文恵

田辺　結衣 輿水　優誠 中村日琉哉

2.　かりゆしの夜 木村　幸暉 澤本　　学 竹中　爽良 山本　京子 星　ひとみ

清水　結香 輿水　優誠 中村日琉哉 橋本　大翔 橋本　颯太

春日野龍太 竹中　颯弥 田代　愛莉 輿水　友杏

3.　地球兄弟 田辺明日美 向山　文恵 山本　京子 星　ひとみ 清水　結香

田辺　結衣 竹中　颯弥 田代　愛莉 輿水　友杏 橋本　大翔

橋本　颯太 春日野龍太

4.　ミルクムナリ 木村　幸暉 澤本　　学 竹中　爽良 田辺明日美 向山　文恵

山本　京子 星　ひとみ 清水　結香 田辺　結衣 輿水　優誠

中村日琉哉 橋本　大翔 橋本　颯太 春日野龍太 奥村　浬央

山崎　　櫂 竹中　颯弥 田代　愛莉 輿水　友杏 橋本　結愛
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