
歴　代　姫　路　市　芸　術　文　化　賞　受　賞　者　名　簿

年度 芸術文化大賞 市民文化賞 ふるさと文化賞 文化奨励賞
昭和53年 尾田 龍 （洋画） 川口 汐子 （童話） 中川 鷺脚 （陶芸） 岩田 健三郎 （版画） 前田 幸作 （工芸）

森崎 伯霊 （日本画） 寺河 俊人 （小説）

昭和54年 船知 慧 （小説） 丸投　三代吉 （日本画） 劇団　ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ・Ｆ （演劇）

白川　亀三 （工芸）

昭和55年 野村 正 （彫刻） 時実 新子 （川柳） 大村　雲谷 （工芸） 有本 隆 （郷土史）

今里　幾次 （考古学）

昭和56年 十世江崎 金治郎 （能楽） 沖塩 徹也 （小説） 梶　一郎 （洋画） 井上 裕美子 （邦楽）

坂東 大蔵 （邦舞）

昭和57年 藤原 露眠 （書道） 内田 至 （学術研究） 浅田 芳朗 （郷土史） 北村 泰生 （写真）

立花 江津子 （工芸）

昭和58年 小野田　實 （洋画） 金井 寅之助 （国文学） 佐野 信雄 （彫刻） 関本 寿男 （写真） 西村 勤 （国際文化交流）

山本 幸夫 （陶芸） 多田 覚円 （映像）

※芸術文化年度賞と改める
昭和59年 松岡　秀夫 （考古学） 松田 晃演 （ギター） 井上 重義 （郷土玩具） 喜多 健男 （洋画） 藤木 明子 （詩）

山本 和子 （工芸） 姫路市吹奏楽団 （吹奏楽）

昭和60年 内海 繁 （文筆） 水野 美子 （短歌） 尾内 重信 （写真） 井上 敏典 （声楽） 三木 治子 （文筆）

梶原 宗汀 （茶道） 高原 智子 （洋画）

昭和61年 池田 昌夫 （英米文学） 小山 金波 （学術研究） 内海 敏夫 （洋画） 吉野 栄子 （短歌）

竹内 観雪 （書道） 高橋 良一 （工芸） 安永 和夫 （デザイン）

昭和62年 真下 恭 （洋楽） 小野 勉 （洋画） 小坂 通泰 （デザイン）

東郷 松郎 （郷土史） 土井 弘一郎 （民謡）

昭和63年 桂 米朝 （落語） 尾内 七郎 （写真） 加藤 得二 （文化財） 時里 二郎 （詩）

渡辺 公久 （国際文化交流） 小林 平一 （文化財） 林 裕美子 （声楽）

姫路市芸術文化賞に改称し、賞名の変更
芸術文化大賞 芸術賞 文化賞 芸術年度賞 文化年度賞

平成元年 高田 賢三 （ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ） 池内 登 （洋画） 市川 宏三 （詩） 大西 泰世 （川柳） 小寺 一登代 （邦舞）

進藤 均 （俳句） 平松 敏子 （洋楽） 瀧本　周造 （洋画） キャッスル・ジャズ・バンド （ジャズ）

鹿写会 （写真）

平成２年 今里 幾次 （考古学） 大井 流月 （書道） 鍋島 辰三 （写真） 衣笠 潔子 （詩） 尾上流菊司会 （邦舞）

寺林 峻 （小説） 姫路薪能奉賛会 （能楽） 久米川 孝子 （短歌）

三木 香代 （ピアノ）

平成３年 井上　生香 （能楽） 金田　弘 （詩） 小畑　庸子 （短歌） オリオン社 （出版）

藤原　向意 （洋画） 小林　一夫 （茶道） 麥倉　直子 （声楽）

平成４年 桑田　青虎 （俳句） 萩原　節男 （短歌） 木津　文哉 （洋画） 同人誌「播火」 （文芸誌）

松本　薫 （彫刻） 永田　隆子 （陶芸） 後藤　茂 （文筆）

平成５年 清水　公照 （書画・陶芸） 井上　仁 （洋画） 井上　久栄 （洋楽） 尾上　田鶴子 （短歌） 姫路市児童合唱団 （合唱）

美奈川　なるみ （洋舞） 楠田　立身 （短歌）

三浦　信一 （工芸）

平成６年 船地　慧 （小説） 加藤　庄 （陶芸） 姫路勤労者音楽協議会 （舞台鑑賞） 青田　賢蔵 （日本画） 田中　早春 （郷土史）

三浦　悠 （写真） 矢部　茂太 （短歌） 田靡　新 （小説） 姫路市民劇場 （演劇鑑賞）



芸術文化大賞 芸術賞 文化賞 芸術年度賞 文化年度賞
平成７年 山本　幸夫 （陶芸） 今井 信吾 （洋画） 信澤　春洋 （書道） 上田 一成 （短歌） 増田　喜義 （郷土史）

姫路交響楽団 （交響楽） 春澤　振一郎 （洋画）

平野　栄久 （文芸評論）

平成８年 浅田　芳朗 （郷土史） 坪田　政彦 （洋画） 初代花柳 芳静吾 （邦舞） 砂原　唯男 （短歌） 永田　耕衣 （俳句）

柳谷 郁子 （小説） 姫路美術協会 （美術） 高橋　忠雄 （洋画） 姫路文学会 （文芸）

平成９年 川口　汐子 （文芸） 牛尾 啓三 （彫刻） 姫路市吹奏楽団 （吹奏楽） 森本　穫 （文芸） 池内 紀 （文芸）

黒田　賢一 （書道） 文芸 日女道 （文芸誌） 寺脇 弘光 （郷土史）

瓢 千うめ （邦楽）

平成10年 尾内　七郎 （写真） 金田 弘 （詩） 河西 公之 （音楽振興） 井上 展也 （洋画） 姫路こども劇場 （演劇鑑賞）

寺林 峻 （小説） 喜多 万紀子 （洋画） 民族歌舞団「花こま」 （民族歌舞団）

平成11年 池田　昌夫 （詩・評論） 立花 江津子 （工芸） 岡田 すみ子 （能楽） 雲丹亀 利彦 （日本画） 岸田 直美 （音楽振興）

劉 蒼居 （書道） 姫路歌人クラブ （短歌） 高橋 夏男 （文芸）

宮下 賢次郎 （工芸）

平成12年 小林　平一 （文化財） 濱田　龍 （現代美術） 神畑　重三 （ﾅﾁｭﾗﾘｽﾄ） 芝山　昌也 （彫刻） 小榑　由布子 （洋楽）

藤木　明子 （文芸） 森岡　久元 （文芸） 寺本　躬久 （郷土史）

山田　馨 （能楽振興）

平成13年 竹内　和夫 （文芸） 姫路茶華道会 （茶華道） 上田　希 （クラリネット） 高野　巧 （笛・太鼓）

原田　哲郎 （現代美術） 平櫛　素子 （洋舞） 西脇　秀文 （押絵）

姫路戦後地図をつくる会 （出版）

平成14年 池内　　　紀 (文芸） 車谷　　長吉 （文芸） 坂下　　功一 (合唱指導） 尾崎　　美紀 (児童文学） 郷土網干の歴史
清水　　　浄 （現代美術） 日本玩具博物館 （博物館） 松尾　　茂夫 （詩） 　　教育を進める会 （郷土史）

平成15年 藤井　鈴代 （小説） 岩田　健三郎 （版画） 金澤　徹 （水墨画） 橘川　真一 （郷土研究）

姫路市民合唱団 （合唱） 西川　かをり （箏） 浜野　伸二郎 （詩）

明珍　宗理 （金工）

平成16年 鄭　義信 （劇作・演出） 柴田　光明 （評論） 青野　武市 (ｶﾞﾗｽ工芸） 井上　四郎 (播州弁研究）

山口　謙二 （現代美術） 原田　頑山 （尺八） 石山　淳 （詩）

尾崎　　比佐子 （声楽）

平成１７年 井上　裕美子 （箏） 小坂　通泰 （剪画） 丸山　きみよ （ボタニカルアート） 播磨地名研究会 （地名研究）

時里　二郎 （現代詩） セレスチナ合唱団 （合唱） 松尾　隆 （姫路はりこ）

平成１８年 市川　宏三 （文化史） 小畑　庸子 （短歌） 小林　みね子 （演劇） 笠木　絵津子 （現代美術）短歌結社文学圏社 （短歌）

加藤　寛美 （洋画） 高谷　和幸 （詩）

向井　順子 （声楽）

賞名の変更

平成１９年 車谷　長吉 （文芸） 乾　　太 （版画） 上田　一成 （短歌） 姫路ｳｲﾝﾄﾞｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ （吹奏楽） 西澤　昌三 （姫路こま）

古知　正子 （エッセイ） 高野　カヨ （洋画） 坂東　呂扇 （邦舞）

姫路シネマクラブ （映画鑑賞）

平成２０年 坂東　大蔵 （邦舞） 北村　泰生 （写真） 橘川　真一 （郷土研究） 西明寺　末一 （洋画） 香山　廣紀 （美術振興）

林　　裕美子 （声楽） 森本　　穫 （文芸） ひめしん文化会 （メセナ活動） 瀬川　哲司 （洋舞）
平成２１年 金田　弘 （詩） 久米川　孝子 （短歌） 高須　剛 （詩） 姫路ﾊﾟﾙﾅｿｽ・ﾏﾝﾄﾞﾘﾝｵｰｹｽﾄﾗ 内藤　裕子 （洋楽）

瀧本　周造 （洋画） 竹尾　壽敏 （工芸） （洋楽） 浜田　多代子 （文芸）

芸術文化大賞 芸術文化賞 芸術文化年度賞 芸術文化奨励賞



平成22年 鄭　義信 （劇作・演出） 青田　賢蔵 （日本画） 飯田　あき （工芸） 情野　千里 （川柳） ウエダ　キヨアキ （現代美術）

楠田　立身 （短歌） 高橋 夏男 （文芸） 松本　温子 （声楽）
米田　敬子 （工芸）

平成23年 黒田　賢一 (書） 江藤　國雄 （工芸） 落合　けい子 （短歌） 上田　早夕里 （文芸） 貝川　鐵夫 （洋舞）
小寺　一登代 （邦舞） 長谷川　集平 （絵本） 中島　妙子 （文芸） 島内　治彦 （写真）

平成24年 今井　信吾 （洋画） 井上　雅彦 （版画） 十一世　江崎　金治郎 北川　太郎 （彫刻） 木本　全優 （洋舞）
鹿間　厚次郎 （彫刻） （能楽） 中居　真麻 （小説） 姫路混声合唱団 （合唱）

平成25年 第５２代明珍　宗理 （工芸） 井上　久男 （文芸） 吟道賀堂流総本部 （吟剣詩舞） 埴岡　真弓 （郷土史） 赤松　省吾 （陶芸）
田中　章文 （能楽） 吉田　洋三 （版画） 圓山記念日本工藝美術館 （美術）

長田　真実 （洋楽）
平成26年 池辺　晋一郎 （音楽） 尾上　田鶴子 （短歌） 松田　一戯 （彫刻） 小澤　絋司 （落語研究）池内　響 （声楽）

兜坂　香月 （書） 山名　秀圭 （工芸） 山本　雅也 （洋画） 笹野　華翠 （詩舞）
平成27年 小林　一夫 （郷土史） 内山　雅咲己 （華道） 椎名麟三を語る会 （文学研究）月曜会 （合唱） 西島　玲 （工芸）

松原　政祐 （洋画） 山田　英子 （文芸） 丸山　聡美 （洋楽）
平成28年 樫本　大進 （洋楽） 島田　敏宏 （映像） 高野　巧 （邦楽） 播磨灘詩話会 （文芸） 藤保　君子 （文芸）

神栄　赳郷 （郷土史） 中元　孝迪 （郷土歴史文化） 藤井　たみ子 （弦楽指導）明珍　宗裕 （刀工）
平成29年 永井　一正 （デザイン） 井上　敏典 （声楽） 西川　順子 （邦楽） ｷﾞｬﾗﾘｰﾙﾈｯｻﾝｽ･ｽｸｴｱ （美術振興） 野田　祐子 （チェロ）

尾崎　美紀 （児童文学・詩） 藤森　久嘉 （写真） 明星　明子 （日本画） 三木　敏明 （郷土史）
平成30年 藤原　向意 （美術） 今村　雅俊 （合唱指導）上田　晴子 （ピアノ） 陽介 （邦楽） 津山　邦寧 （郷土史）

サークルさえずり （音訳活動） 原田　隆子 （陶芸） Yutaka Nakata （洋舞）
見野古墳群保存会 （郷土史）

令和元年 時里　二郎 （詩） 氏平　源吾 (現代美術） 國富　奎三 （美術） 竹上　孝子 （合唱指導） 江藤　雄三 （漆工芸）
江崎　欽次朗 (能楽） 姫路文学会 （文芸） 難波　正司 （郷土史）

芸術文化大賞 芸術文化賞 芸術文化年度賞 芸術文化奨励賞


