
～芙蓉文化賞とは～
一般財団法人富士吉田文化振興協会設立の
主旨に基づき、富士北麓地域において特に
優れた文化的業績を挙げ、広く国内外の評価
を受けて活躍中の個人または団体を顕彰し、
この地域の文化向上に資することを目的と
して平成 7年に制定する。



第１回芙蓉文化賞

渡辺寒受賞者

（本名 忠治）

（受賞者の経歴）書道

書壇院展・書道同文展・毎日展・各最高賞受賞
昭和 30 年書道研究月刊誌「書真」創刊
全日本書道連盟・毎日書道展・
日本刻字協会主催の海外展参加 10 数回

個展 16 回のうち日本渡辺寒　詩書展覧会 1.2.5.6 次を
中国北京市で、3.4 次を成都市、上海市で開催
全日本書道連盟評議員・山梨書作家協会理事・
日本刻字協会会長・国際刻字連盟会長・漢詩人社副主幹・
毎日書道展評議員・審査会員・富士書道連盟会長・

書真会主幹・　盟社代表を歴任
編著書に揚沂孫二種・呉昌碩篆書三種・
翁方網楽毅論考行書册・論書百絶・ちよさんぼく・

間　冗語・壺中大夢・渡水看華・起承転々・畴邨印譜・
内藤香石遺作集等がある書道界誌に「詩書のたのしみ」、
雪解流に「漢詩への招待」を連載
紺綬褒章・毎日書道展功労者・富士吉田市文化功労者
平成 21 年 2 月没

平成 7年 11 月 5 日受賞

區鳥
Kanou Watanabe

鳥區

區鳥

鳥區



第２回芙蓉文化賞

野村静谷受賞者

（本名 泰彦）

（受賞者の経歴）書道

昭和 23 年より山下涯石、没後、北村九皐に漢字を師事
篆刻・刻字を内藤香石、かなを萱沼貞石に師事。
その後、富士書道連盟・芙蓉印会等の設立に参加。
書壇院展特選 5回・富士書道展文部大臣賞・
山梨県芸術祭県議会議長賞（篆刻）・毎日書道展毎日賞・準大賞、
富士吉田市文化功労者ニューヨーク展および米国巡回展出品、
現地にて実技披露および日本書道の紹介
日本刻字展覧、北京展、ハルピン展・鄭州展・ウルムチ展・
長沙展、以上に出品
国際刻字日本展・中国展・ソウル展に出品参加
昭和 48・59 年、平成 2・8年個展開催
月刊誌「書真」に昭和 51 年より「こどものための文字の話」
を連載富士書道連盟副会長、書真会常任理事、審査員、
毎日書道展審査会員、全日本書道連盟評議員、
日本刻字協会副理事長、日本刻字展開催委員長、
国際刻字連盟理事、日本・中国文化交流協会会員、
県芸術祭専門委員を歴任
書道研究　泰山社　主宰

平成 8年 12 月 5 日受賞

Seikoku Nomura



第３回芙蓉文化賞

飯島志津夫受賞者

（受賞者の経歴）写真

昭和 9年　東京都大田区大森に生まれる
中学 3年の時、河口湖にキャンプに来て、霧に霞む明け行く
夏富士の姿に感動し、帰郷後カメラを求め、写真を始める。
昭和 29 年　田村栄に師事し写真の道に入る。その後、
昭和 35 年より田中雅夫に師事する。
昭和 37 年　富士吉田市に転居。フジフォト工房設立、富士山と
山麓の撮影に取り組む。
日本カメラ社年度賞受賞・二科会写真部入賞入選 10 回・
以後無審査・審査員、中華民国国際写真サロン金賞・銀賞受賞、富士吉田市文化功労者
昭和 48・51・52・53・54・55・61・62・63 年、平成 3・4・8年　
東京・横浜・大阪・名古屋・富士吉田・ニューヨーク等、
各地で個展を開催富士山・その風土と参道、富士山、富士光彩、
富士山の四季、しぜん・ふじさん、写真東京風土記、
富士五湖風物詩等、写真集多数あり。
日本写真家協会会員、二科会写真部会員（審査員）・
山梨支部支部長、日本山岳写真家協会会員、
毎日新聞社フォトセミナー講師、花の会理事・
山梨支部支部長、山梨県勤労者美術展審査員、
富嶽写真家協会会長を歴任
平成 19 年 11 月没

平成 9年 12 月 2 日受賞

Shi z u o  I i j i m a



第４回芙蓉文化賞

桜井孝美受賞者

（受賞者の経歴）絵画
昭和 19 年　埼玉県に生まれる
昭和 43 年　日本大学芸術学部美術学校卒業
昭和 59 年　山梨県新人選抜展山梨県立美術館賞受賞
昭和 60 年　東京セントラル美術館油絵大賞展大賞受賞
　　　　　ＩＢＭ絵画イラストコンクール展グランプリ賞受賞
昭和 62 年　第 22 回昭和会賞展昭和会賞受賞
昭和 63 年　第 31 回安井賞展安井賞受賞
　　　　　 富士吉田市文化功労賞受賞
平成元年　具象絵画ビエンナーレ（三重県立美術館ほか）
　　　　　アンティミストの世界展（埼玉県立近代美術館）
平成 2年　両洋の眼展（91、92、95、96）
　　　　　都市の美術館展（横浜みなとみらい 21）
　　　　　現代日本の屏風絵画（ヴィルトシャフト美術館、国内）
平成 3年　 日本の絵画・新世代展
　　　　  現代日本絵画展（北京、東京）
　　　　  絵っせい展（東京セントラル美術館、刈谷市美術館 95）
平成 4年　平成の山水展（ニューヨークほか）
　　　　21 世紀の旗手日本の絵画 1,992 展（94）
平成 5年　香港アートフェアコンテンポラリーアートフェスティバル
　　　　（埼玉県立近代美術館～ 98）
平成 7年　平成の富嶽百景展
平成 10 年　山梨の現代作家たち 1984－1998（山梨県立美術館）
昭和 62 年　東京セントラル絵画館（89、91、93）
平成 11 年　日動画廊本店
平成 3年　新生堂
平成 8年　西部アートフォーラム（安井賞受賞作家シリーズ）
平成 9年　山中湖高村美術館（櫻井孝美自選展）
TBS「モーニング EYE」、日本テレビ「美の世界」
NHK 新日曜美術館「描かれた名峰　富士」等に出演

平成 10 年 11 月 21 日受賞

Takami Sakurai



第５回芙蓉文化賞

山地受賞者

（受賞者の経歴）評論等
昭和 4年　富士吉田市下吉田に生まれる
昭和 28 年 4 月　日本経済新聞社入社
昭和 44 年 11 月　同上編集局編集委員兼論説委員
昭和 59 年 3 月　日本経済新聞社定年退職
昭和 59 年 4 月　東海大学政治学部教授
平成 7年　同上定年退職、特認教授となる
米価審議会委員（昭和 54 年～ 61 年）
農政審議会委員（昭和 51 年～ 59 年）
甘味資源審議会委員（昭和 44 年～ 50 年）
甘味資源審議会会長（平成 10 年～ 11 年）
農林統計審議会委員（昭和 45 年～ 52 年）
農林統計観測審議会委員（昭和 53 年～ 61 年）
沿岸漁業振興審議会委員（昭和 56 年～平成元年）
中小企業審議会委員（昭和 47 年～ 55 年）
葉たばこ審議会委員（昭和 53 年～平成元年）
東京都卸売市場審議会委員（昭和 49 年～ 63 年）
甲斐の国大使（平成 4年～　）山梨県政モニター（平成 11 年～　）
（財）伊藤記念財団理事（昭和 58 年～　）
（財）食糧、農業政策研究センター理事（昭和 58 年～　）
（財）食生活情報サービスセンター理事（昭和 59 年～平成 10 年）
（財）食生活情報サービスセンター監事（平成 11 年～　）
（財）自主流通米価格形成機構運営委員会（平成 4年～ 8年）
畜産振興事業財団評議員（昭和 58 年～ 61 年）
地方競馬全国協議会評議員（昭和 58 年～平成 10 年）
文化協会機関誌「雪解流」、富士こぶしの会機関誌「こぶし」に、
地域の振興、活性化等多くの提言を送り続けている評論家であり、
講演に文筆に語り問い続ける論旨は、当地域の将来に明るい
方向性を示している。

平成 11 年 11 月 5 日受賞

Susumu Yamaji
進



第６回芙蓉文化賞

桑原玄辰受賞者

（受賞者の経歴）絵画
大正 11 年 富士吉田市下吉田に生まれる
昭和 20 年 10 代後半から絵筆を執り、この年より独学で美術を
        本格的に始める
昭和 22 年 有志とともに五湖美術協会を創立する
昭和 24 年 さらに美術を極めるため、サロン・ド・フォルムを創立、
        主宰する
昭和 35 年 光風会に所属する
昭和 51 年 主にイタリアルネッサンスの絵画研究のため渡欧し、
　　　  帰朝後は意欲的に新進作家展、写実画壇に出品する
昭和 55 年 写実画壇で会員推挙される
平成 5年 サロン・ドートンヌ展及びトリエンナーレ・
   　   スペイン展に初入選以後、サロン・ドートンヌ展には
　　　　7年連続入選し、スペイン展には 96・99 年に入選する。
　　　　この間、サロン・ドートンヌ日仏会員展、
　　　　国際スペイン合同展に招待出品する。
平成 12 年 フランス　サロン・ドートンヌ会員に推挙される
昭和 40 年 つり人社「渓流の釣」出版。以後
       「渓流のヤマメ・イワナ」、廣済堂「毛バリ釣りの楽しみ方」
       「イワナ・ヤマメ釣」など出版する
昭和 55 年 ソニー出版より釣りに関するエッセイを一年間連載。
        その他新聞、雑誌に寄稿する
昭和 60 年 名誉市民堀内昇氏の肖像画を制作。以後、
        　桑原幹根氏、遠山正瑛氏の肖像画を制作する
昭和 63 年 山梨県漁場管理委員となり平成 4年まで務める
平成 4年 写実画壇 20 周年で「絵画自論」を発表する
平成 13 年 紺綬褒章及び富士吉田文化功労者受賞する
平成 17 年 5 月没

平成 13 年 12 月 2 日受賞

Gentatsu Kuwabara



第７回芙蓉文化賞

加藤晴子受賞者

（受賞者の経歴）俳句
大正 14 年　富士吉田市に生まれる
父、林鞆二氏が高浜虚子の弟子で同門の柏木白雨、森田遊水等と
句会を開く折り、湯茶の接待や郵送されてくる句誌ホトトギスを
手にするなど俳句環境の中で娘時代を送る。
昭和 22 年　ホトトギス 600 号記念下吉田大会が月江寺で開かれた
折り、その前年に他界した鞆二氏の墓前で虚子が詠んだ
「羽を伏せ蜻蛉杭に無き如く」に句心を揺さぶられる。
初めて投句した頃の「大盃の屠蘇畏みて受けたれど」がホトトギス
に載り、本人は無論のこと周囲を驚かす。その頃、戦時中近くに
疎開していた深川正一郎氏に師事。結婚後も子育ての傍ら主人の
協力を得て句作を続ける。昭和 42 年　仲間数人と句会
「岳麓冬扇会」を起こし、昭和 55 年には若い人を中心とした
「白梅会」を立ち上げ、何れの会も自宅を会場として毎月句会を
催し、後進の指導にあたっている。
昭和 61 年　俳句界では古今の名著として知られる虚子編ホトト
ギス『新歳時記』を底本として編集された改訂版『新歳時記』に
「夜食あとさと片づけてしまひけり」を含む 10 句が採用される。
また、作句の手引書として最高・最良と定評のあるホトトギス
『季寄せ』に虚子句と並んで「大富士を恵方としたる道太し」
が掲載される。
平成 11 年　県立文学館が開館 10 周年記念として「やまなし・
女性の文学」を特集し、樋口一葉や林真理子など明治から
現代にいたる山梨の女性文学者 38 名を取り上げているが、
先年夭折した李良枝のほかは郡内からただ 1人
ホトトギス同人として登場している。

平成 14 年 12 月 22 日受賞

Haruko Kato



第８回芙蓉文化賞

山田紀彦受賞者

（受賞者の経歴）私学教育振興・地域文化振興
昭和 15 年神奈川県横浜市生まれ
昭和 27 年師父秀峰師と共に在籍地富士吉田市下吉田月江寺に帰郷
昭和 37 年駒沢大学仏教学部仏教学科卒業後、
鎌倉円覚寺専門道場掛塔
昭和 38 年 9 月師父が創立した富士学苑高等学校教諭に就任
昭和 43 年 3 月師父遷化と共に学園の理事長、校長、幼稚園長に
就任、今日に至る。
創始者秀峰和尚の法縁により霧隠軒逸外老師、耕月老師、
宗玄老師を歴代名誉校長と仰ぎ、禅仏教の精神を実践する私学
として「礼拝」「接心」「三仏忌」を高校、幼稚園の必修として
課し、勤行、座禅、仏教聖典講読などを通じ禅仏教の精神を次代
を担う子供たちに教えている。
全校生徒が年に一度は本堂にて接心（1泊 2日）を行うのみならず、
3年次には本山参拝を行い、、宗教的雰囲気を体験させ、
生かされている自分への感謝の心を養っている。
宗教、宗派を越えてオーストラリア、大韓民国の高校と
姉妹提携し、高校生の交流を図ると共に、インターアクトクラブ
の設立などを通じて、広く国際理解と社会奉仕の重要性を
説き続けている。
月江寺住職として堂宇を広く地域に開放し、私学教育のみならず、
「門前市」「本堂でのコンサート」などを定期的に開催し、門前市は
平成 15 年 8 月で 15 回、コンサートは平成 15 年 9 月で 16 回を
数えるなど、教化の一翼を担っている。
山梨県知事表彰（県私立学校教育功労者）
（平成 3年 11 月 26 日）
文部大臣表彰（私立中学、高等学校教育振興功績者）
（平成 9年 11 月 20 日）
富士吉田市長表彰（特別教育功績者）（平成 12 年 11 月 1 日）
宗門文化章（宗門における社会的・文化的功績）
（平成 15 年 11 月 19 日）

平成 15 年 11 月 19 日受賞

Norihiko Yamada



第９回芙蓉文化賞

川崎勝信受賞者

（受賞者の経歴）短歌

昭和 13 年　山梨県相興村（現笛吹市一宮町）に生まれる。
昭和 32 年　富士急行㈱入社
昭和 36 年　短歌結社「樹海」に入会
昭和 38 年　東京交通短期大学卒業
昭和 41 年　明治大学第二文学部中退
昭和 52 年　㈱富士情報入社
昭和 54 年　短歌結社「国民文学」に入会・千代國一に師事
昭和 55 年　第一歌集『青き潮』出版（中央公論事業出版）
昭和 60 年　第二歌集『蒼茫』出版（短歌新聞社）
平成 2年　 第三歌集『陽炎の道』出版（短歌公論社）
平成 7年　 随想集『ふるさと賛歌』出版（山梨新報社）
平成 11 年　第四歌集『玉山』出版（短歌新聞社）
平成 11 年　「国民文学」選者・編集委員就任
平成 12 年　㈱富士情報退社
平成 13 年　随想集『素顔の新田次郎』
           編集（富士こぶしの会）
平成 14 年　評論集『松村英一の風景』
           出版（ながらみ書房）
現代歌人協会会員・日本歌人クラブ山梨委員
・岳麓短歌協会会長・なまよみの歌人懇談会世話人 他

平成 16 年 11 月 27 日受賞

Katsunobu Kawasaki



第１０回芙蓉文化賞

加々美鏡水受賞者

（受賞者の経歴）俳句
大正 15 年　富士吉田市下吉田に生まれる。
昭和 15 年　俳誌「大富士」入会、古見豆人先生の指導を受ける。
昭和 20 年　所沢第十飛行隊より復員、家業の織物業を営む
昭和 22 年　「大富士」巻頭
昭和 33 年　古見豆人先生逝去。一時休俳。
昭和 44 年　「大富士」俳句会再興。
昭和 49 年　俳誌「塔」加入、小笠原龍人先生の指導を受ける。
昭和 52 年　「塔」同人。
昭和 60 年　相模湖正覚寺に句碑建立。
昭和 61 年　正覚寺句碑祭入賞句碑建立。
富士吉田市文化協会功労章受賞
平成 3年　岳麓俳句協会会長
平成 4年　（財）富士吉田文化振興協会監事
平成 8年　富士吉田市文化功労者受賞
岳麓俳句協会顧問
富士吉田市文化協会常任理事
平成 10 年　俳誌「塔」副主宰
平成 12 年　龍人先生急逝の後を受け「塔」主宰就任
平成 13 年　俳人協会山梨副会長
平成 15 年　日野高幡不動尊に句碑建立
既刊句集に「源流」「心音」がある。
平成 22 年 7 月没

平成 17 年 11 月 23 日受賞

（本名 一治）
Kyousui Kagami



第１１回芙蓉文化賞

細川秀年受賞者

（受賞者の経歴）陶芸

香川県生まれ
兵庫県丹波立杭試験場技師を経て京都市清水六兵衛先生に師事
昭和 39 年　富士五湖窯創立
昭和 47 年　富士山秀年窯を創立
京都陶芸作家クラブ展受賞
日展入選
京都府工芸美術展覧会受賞
現代朝日陶芸展入選
米国コロラド美術館収蔵品
葉山御用邸へ下田市より献上
フランス　シャモニ美術館収蔵品
富士吉田市文化功労者受賞
銀座セントラル美術館作陶展
香川県豊中町教育委員会後援作陶展
山梨県地場産業センター作陶展
元麻布ギャラリー作陶展

平成 18 年 12 月 3 日受賞

Syunen Hosokawa



第１２回芙蓉文化賞

佐藤嘉市受賞者

（受賞者の経歴）絵画

昭和 2年　 富士吉田市下吉田に生まれる。
昭和 27 年　五湖美術協会入会
昭和 39 年　山梨県芸術祭美術展入選
　　　　　 山梨県美術協会展入選
昭和 44 年　山梨県医術協会展山日新聞社賞
昭和 46 年　光風会入選、以後 8回入選
昭和 47 年　山梨県美術協会展協会賞土屋賞
　　　　　 山梨県美術協会会員推挙
昭和 48 年　八樹会入会
　　　　　 富士吉田市教育委員会絵画教室講師
           （平成 12 年まで 27 年間）
昭和 56 年　フランス　ル・サロン展優秀賞
昭和 57 年　ル・サロン会員推挙
　　　　　 富士吉田市文化協会功労者賞受賞
昭和 58 年　富士吉田市文化協会常任理事
平成 3年　 （財）富士吉田文化振興協会理事
平成 6年　 富士吉田市文化功労者受賞
平成 19 年 11 月没

平成 19 年 11 月 6 日受賞

故
KaiChi Sato



第１３回芙蓉文化賞

百鬼丸受賞者

（受賞者の経歴）切り絵
昭和 26 年山梨県富士吉田市生まれ
昭和 44 年山梨県吉田高校卒業
昭和 48 年東洋大学工学部建築学科卒
昭和 52 年愛知県常滑にて、切り絵を始める
昭和 55 年ＪＴＢ雑誌「旅」でプロデビュー
1980 年代・文春文庫早乙女貢著「おけい」で初の書籍カバー画
を担当、現在約 700 冊の単行本・雑誌・文庫本等の表紙画を担当
昭和 62 年　富士ゼロックスの市川猿之助カレンダー製作
・手塚治虫氏の広島での第一回国際アニメーションフェスティバル
参加作品「村正」のキャラクターデザインを担当
昭和 63 年度　新聞広告優秀賞受賞
1990 年代・朝日新聞夕刊連載・宇治市役所ロビー陶壁画
（３ｍ×９ｍ）制作・ＮＨＫ総合　シリーズ挑戦・「百鬼丸」出演、
スポット番組「大樹の詩」５編の切り絵制作
・挿絵画家グループ「草鞋之会」結成　
平成 9年　第６回日本文芸クラブ大賞　美術部門受賞
2000 年代・平成 13 年　週刊文春小説挿し絵連載　
平成 14 年　毎日新聞朝刊小説挿し絵連載・富士吉田市立病院
ロビー　陶壁画（３m×７m）制作・山梨県立吉田高等学校陶壁画
（１．８m×６m）及びトイレマーク制作
平成 18 年　「吉田の火祭りポスター」富士吉田市役所にて公開制作
・吉田の火祭りポスター制作以来、ＮＨＫをはじめ、
山梨県の美術家としてテレビ、新聞取材を受け注目を浴びはじめる。
平成 19 年　「風林火山博」公式イラストレーターに就任、
ブースにて武田二十四将立体切り絵公開制作、
風林火山博会場にて展示・「吉田の火祭りポスター」
富士吉田市役所にて公開制作
・挿絵画家グループ「草鞋之会」展を銀座伊東屋にておこなう
平成 20 年　５月３１日～６月７日　銀座伊東屋で個展
富士吉田市火祭りポスター制作

平成 20 年 11 月 17 日受賞

（本名 渡辺文昭）
Hyakkimaru



第１４回芙蓉文化賞

渡辺三郎受賞者

（受賞者の経歴）合唱

富士吉田市出身
昭和 34 年　吉田高等学校卒業
昭和 37 年　東京芸術大学音楽学部卒業
東邦音楽大学名誉教授
日本合唱指揮者協会会員、日本声楽アカデミー会員、
合唱団鐘の音、多摩混声合唱団の常任指揮者
合唱コンクール、講習会、合唱祭などでの審査員、
講師をはじめ、教育活動と並んで演奏活動に、
また合唱運動の発展のために活発な活動を続けている。
その活動は日本国内だけでなく、
昭和 62 年ベルリン市制 750 年記念演奏会
（ベルリン・フィルハーモニーとの共演によるブラームス／
ドイツ・レクイエム他）での合唱指揮、
平成 2年ヨーロッパ音楽フェスティバル
（クラコフ、ベルリン、ウィーン、東京にてマーラー／
千人の交響曲他）の合唱指揮、
毎年行われた東邦音楽大の演奏旅行での指揮など、
海外での演奏活動も多い。
著書に渡辺三郎作詞“日本語で歌う”
ルネッサンス世俗混成合唱集（カワイ出版）

平成 21 年 11 月 13 日受賞

Saburo Watanabe



第１５回芙蓉文化賞

萱沼霽田受賞者

（受賞者の経歴）書道

昭和 14 年　富士吉田市に生まれる
昭和 37 年　大東文化大学中国語文学科卒業
-師承 - 渡辺晴石・山下涯石・殿村藍田
-受賞 -富士書道展・文部大臣賞 /毎日書道展・毎日賞　秀作賞
謙慎書道展・梅花賞　謙慎賞 /日展・入選通算 11 回
（日展会友に推薦される）
-個展 -富士吉田展 4回（うち 2回は東京展の帰郷展）
東京展 2回
-役職 -私立豊南高等学校専任教諭（10 年間）・
東京都立高等学校講師（32 年間）日本中国文化交流協会会員
/書真会常任理事書道研究「有隣社」主催
後、中央展における審査員・役職（日展会友・毎日書道展審査会員
・謙慎書道展理事、審査員）のすべてを返上し、
中央展への出品を中止する。
-著書 -墨場必携『富嶽詩集』－富士山漢詩の世界－絶句編
-他 -富士山に関する古今の漢詩文を拾遺すること
（拾遺したそれぞれに訓解を施し、他の漢詩とは異なった
漢詩特有の霊峰富士の秀麗さを、広く江湖に紹介する。
目下、七言律詩約四十首を訓解し、
上梓するための準備中）

平成 22 年 12 月 13 日受賞

（本名 謹也）
Seiden Kayanuma



第１６回芙蓉文化賞

中川雄三受賞者

（受賞者の経歴）動物写真
昭和 31 年　山口県美祢市の無煙炭炭鉱に生まれる。
昭和 55 年　日本大学農獣医学部卒業後、富士吉田市に移り住み、
以後、富士山麓を中心に野生動物の生息調査や記録写真を撮り続ける。
昭和 62 年　動物写真の登竜門である第４回平凡社「アニマ賞」
をヒメネズミの組写真で受賞（前年度受賞者はグリズリー組写真
での故・星野道夫氏）。
平成 3年　動物写真家として独立し、その後も積極的に身近な自然を
テーマに全国で写真展や観察会、講演会などの啓蒙活動を続け、
人と野生動物との架け橋となるべく自然保護運動に力を注ぎ、
これまでに富士山五合目の立体駐車場建設反対運動や、富士山を世界
自然遺産とする連絡協議会の山梨事務局長を務め国会請願などを行う。
平成 5年　ラムサール条約（特に水鳥の生息地として、国際的に重要
な湿地に関する条約）に、日本が加入したことを記念して発行された
「水辺の鳥シリーズ」16 種類の内のカワセミの切手の原案に明見湖の
カワセミの写真が採用される。近年では NPO 法人・富士山クラブの
前理事や富士山エコネットの理事として、青木ヶ原樹海を中心とした
エコツアーの普及や、インストラクターの養成に重点をおくと共に、
環境破壊の現状を記録しその周知に努めてもいる。
現在、環境省・自然公園指導員、山梨県・環境アドバイザー
平成 3年より CATV 富士五湖の自然番組のキャスター、
平成 14 年より吉田高校の富士山学の講師を現在まで続けていると共に、
NHK 甲府放送局の「山梨自然ガイド」にも出演中。
地元富士五湖地域の芸術家集団・虹彩会の会員で動物写真家
富士山麓の野生動物の生き生きとした姿を追った写真集や写真絵本の
著書に「富士山麓の仲間たち」など他多数がある。

平成 23 年 12 月 9 日受賞

Yuzo Nakagawa



第１７回芙蓉文化賞

浜田彰三受賞者

（受賞者の経歴）石彫家
昭和 19 年　富士吉田市に生まれる
昭和 41 年　鈴木政夫、鈴木周一に師事　石彫を始める
昭和 48 年　富士吉田市にて個展
昭和 54 年　上野松坂屋にて石彫三人展
昭和 56 年　富士吉田市にて個展　市庁舎前庭に「親子の像」制作
昭和 57 年　市歴史民俗博物館に朝鮮燈籠制作他
昭和 58 年　新宿小田急百貨店に於いて個展開催、以降隔年開催
昭和 61 年　富士吉田市立諏訪の森自然公園に石像１２基制作他
昭和 62 ～平成 6年　江戸川区公園に石像３２基制作
平成 5年　富士河口湖町に「偉大なる母の像」制作他
平成 6年　江戸川区篠田堀親水緑道に石像１０基制作他
平成 7年　作品集「やさしさの石たち」出版他
平成 10 年　シャモニーモンブラン市公園に「わらしこ」制作他
平成 12 年　富士吉田市市制５０周年事業郷土の作家展
平成 13 年　市立病院「裸坊」制作他
平成 15 年　富士山レーダードーム館ロビーに「想う女」制作
平成 16 年　山梨県常徳寺「子まもり」「わらしこ」制作
平成 17 年　東京都町田市　西山美術館に「ほおづえ」
平成 21 年　新潟県十日町市に「わらしこ」制作他
平成 23 年　市文化エリア「子まもり」「若草」制作
　　　　　　宮城県石巻市立大川小学校鎮魂の碑
　　　　　　「子まもり」の像を建立
　　　　　　富士吉田市文化功労賞受賞
平成 24 年　山人会　前田晁賞受賞
平成 25 年　東京女学館「館ちゃん」制作

平成 25 年 12 月 5 日受賞

Syozo Hamada



第１８回芙蓉文化賞

前田康成受賞者

（受賞者の経歴）画家・アニメーション作家

昭和 25 年山梨県富士吉田市に生まれる
昭和 44 年虫プロダクション入社
昭和 54 年愛企画・テレビシリーズ「まんが日本昔ばなし」
約 16 年で演出・作画、90 本
昭和 60 年テレビシリーズ 10 周年記念・劇場用長編「ごんぎつね」監修
平成 3年初個展「四十雀」以後、墨絵を描き始める
平成 4年富士河口湖町（旧河口湖町）「河童ちゃん」畳 460 畳の
平成 6年～平成 8年絵本「ふじごこふるさとむかしばなし」制作
平成 13 年「サンリオビデオ名作シリーズ」演出・作画
平成 14 年東映教育「世界一美しい ぼくの村」
「ぼくの村にサーカスがきた」監督
平成 16 年東映教育「ひびけ和たいこ」監督
平成 19 年墨絵「無限なるしあわせの力」挿絵・七観音制作
平成 21 年昇仙峡影絵美術館「前田康成の世界展」2009
平成 22 年昇仙峡影絵美術館「前田康成の世界展」2010
平成 23 年自主制作アニメーション「復活」
平成 24 年新宿京王プラザホテル、山梨県立美術館「個展」
平成 25 年東京書籍・小学校道徳アニメ「手品師」制作
平成 26 年コロンビア・童話アニメ「富士山」
「さくら」「見上げてごらん夜の星を」制作

平成 26 年 12 月 2 日受賞

Kousei Maeda



第１９回芙蓉文化賞

渡辺 貢受賞者

（受賞者の経歴）地域文化振興
文化事業の功績
昭和 35 年富士吉田市民合唱団役員として山梨県合唱連盟の
設立に尽力。平成 9年からは山梨県合唱連盟顧問として、
富士吉田市民合唱団会長として活躍した。
また平成 10 年からは富士吉田市文化協会会長に就任し 21 世紀
の地域文化活動活性化のため、ぶんきょうフェスティバル等新規
事業を企画実地するなど会員の底辺拡大を図るために尽力。
平成 20 年 1 月より財団法人富士吉田文化振興協会の理事長に
就任、平成 3年の設立時より理事として活動。

地域団体の支援事業の功績
低迷する経済環境の中、富士北麓で文化芸術に、スポーツに福祉
にまた街おこしにと汗を流し、熱心に活動を続けている地域の
市民団体の活動資金を支援した。

学校教育支援等の功績
出身校でもある県立吉田高校には、長期にわたり色々な形で、
同窓生として施設設備や部活動のため金品の寄付はもとより、
自らも役員として奉仕活動をした。

奨学金事業の功績
財団法人富士桜育英会を設立し、次代を担う青少年の
育英事業として奨学金制度を設立した。
平成 27 年 10 月 没

平成 27 年 10 月 1 日受賞

Mitugi Watanabe



第２０回芙蓉文化賞

富士学苑中学高等学校
受賞団体

（受賞団体の経歴）
山梨県下初の高校生ビッグバンドとして 2003 年 6 月に結成。
今年で 14 年目になりました。高校生の持つ創造性や個性を「アドリ
ブ」を通して表現し、さらにビッグバンドジャズの迫力のあるサウン
ドとノリの良いフィーリングを追求しています。2010 年、併設中学校
が開校し、中高合同で活動を行っています。毎年秋に行う「リサイタ
ル」を活動の柱におき、「富士山の森ジャズフェスタ」や大学、社会
人バンドとのジョイントライブなど年間 5つのイベントを自主開催し
ています。コンテストや全国規模のジャズフェスティバルにも精力的
に参加し、国内最高峰のジャズコンテストである「浅草ジャズコンテ
スト」本選へ３度出場、「金賞」「浅草ジャズ賞」と２冠、第 29 回大
会では最高賞である「グランプリ」を高校生バンドとして初めて受賞
しました。また「第 40 回 YAMANO BIG BANDJAZZ CONTEST」へも招待演
奏として出場しました。これまでの活動を評価され、2011 年「第 52
回山人会賞」、「富士吉田市文化奨励賞」を受章しました。「国民文化
祭やまなし 2013」皇太子殿下入場演奏や日本 ASEAN 特別首脳会議プロ
グラム参加など大きな舞台も経験させて頂きました。今年度も県内外
での公演、地域イベントや学校訪問演奏など、年間７０回を越える
ステージを予定しています。

平成 28 年 12 月 22 日受賞

Moon Inlet Sounds Orchestra

ジャズバンド部



第２１回芙蓉文化賞

小佐野 圭受賞者

（受賞者の経歴）ピアニスト
1958 年富士河口湖生まれ。県立吉田高校、国立音楽大学を

経て 83 年に同大学院修了。ピアノを数野洋子、藤澤克江、

長峰和子、御木本澄子の各氏に師事。在学中はイェルク・

デームス、ペーター・ショイムシュ、エリック・ハイドシェ

ックの各氏に師事。在学中から演奏活動を開始し、東京で定

期的にソロ・リサイタルを行うほか、国内のオーケストラと

数多く共演し、全国各地で演奏活動を行っている。最近は日

本国内のみならず、海外にも活動の場を広げている。

ソロ活動の他、94 年に小佐野実穂と”ディオおさの”を結成。

最近では 2013 年に韓国釜山で開催された日韓親善音楽会に

招聘され、釜山文化会館にてディオリサイタルを開催。また、

楽しいトークを交えた聴衆主導型の演奏会を企画し、学校で

の音楽鑑賞会などで、音楽の楽しさを伝えている。

現在は玉川大学芸術部教授、国立音楽大学非常勤講師、

玉川大学藝術学部パフォーミング。アーツ学科長の職に

ある他、（社）全日本ピアノ指導者協会評議員

など数多くの団体の要職にある。

1980 年武岡賞受賞

平成 29 年 12 月 7 日受賞

Kei Osano



第２２回芙蓉文化賞

渡辺 公男受賞者

（受賞者の経歴）合唱指揮
国立音楽大学声楽科卒業。同大学院音楽研究科ドイツリート

専攻修了。これまで山梨県立富士河口湖高校，同吉田高校の

音楽科教諭として音楽部を指導し、全日本合唱コンクール全

国大会（銀賞）、ＮＨＫ音楽コンクール全国大会（銅賞）等の

全国大会に出場している。また、常任指揮者を務める富士吉

田市民合唱団も、全日本合唱コンクール全国大会（銅賞）出

場を果たしている他、コーロ河口湖及び富士吉田コール白樺

もそれぞれ全日本おかあさんコーラス全国大会に度々出場し

ている。「富士山河口湖音楽祭」において当初から合唱指導

を担当している。平成２７年度富士吉田市文化功労賞受賞。

指揮の他、作曲、編曲も数多く手がけている。

現在、富士吉田市民合唱団等、５つの合唱団の常任指揮者

を務める。日本合唱指揮者協会会員、山梨県合唱連盟理事長、

富士吉田市文化協会副会長　他

平成 30 年 11 月 29 日受賞

Kimio Watanabe



第２３回芙蓉文化賞

富士山火焔太鼓
受賞団体

（受賞団体の経歴）
富士山火焔太鼓の会は、郷土に新しい芸能の創造と伝承を図ろうと、1985 年（昭

和 60 年）に発足し、本年で 34 年目を迎えます。メンバーは、市内の幼保育園児

、小中高生をはじめ、主婦や会社員などで構成されており、現在 40 名で活動して

おります。日頃は各種のイベントや祭り、福祉施設への訪問などを行い、ふるさ

と富士吉田市のＰＲのために活動しております。1995 年には、富士吉田市の

姉妹都市であるフランスのシャモニ・モンブランで開催されてた「シャモニ・モ

ンブラン民俗フェスティバル」に招待を受け、日本の伝統芸能を紹介し、大いに

国際交流を図り国際親善を深めてきました。また 1998 年は、もう一つの姉妹

都市であるアメリカのコロラド・スプリングス市及び同市にあるコロラド・カレ

ッジからの招致を受け、日本文化の紹介や国際交流を図ってきました。1999 年に

は、フランスのリヨン市で開催される第 23 回ジャパンウィークへの参加要請が

主催者である（財）国際親善協会からあり、この参加要請を受諾するとともに、

この年、災害続きであったシャモニ・モンブランを訪問し、富士吉田市民の代表

として同年 7月に開催したチャリティコンサートの収益金を義援金として贈呈し

災害続きで沈んでいる市民の気持ちを、太鼓を通して励ましてきました。その後

も、2005 年には、コロラドスプリングスで活動しているユースシンフォニーオー

ケストラの招待を受けり「コロラドスプリングス国際音楽祭」に参加、2008 年に

は、フランス シャモニモンブラン市との姉妹都市締結 30 年記念のため訪仏、同

市での公演をはじめスイスのマルティニー市の収穫祭での公演を行いました。2012

年には、アメリカ・コロラドスプリングス市との姉妹都市提携 50 周年として「山

まつり」に参加、テキサス州ダラスのテキサス大学において公演、2016 年には、

一般財団法人地域伝統芸能活用センターの支援を受け、台湾で開催された日

本文化を紹介するイベント「台感！ニッポン」、2019 年にも同様にベトナ

ムにおいて日本を紹介する「ジャパンベトナムフェスティバル」に参加

するなど、これまで 8回の海外演奏を行いました。和太鼓を通し日

本の伝統文化を紹介すると共に、滞在は極力ホームステイをし、

現地での生活を含めた国際理解、国際交流を行っています。

演奏する曲の多くは、富士山の自然や祭りや文化を織り込んだものです

令和元年 11 月 29 日受賞

Fujisan kaen taiko



第２４回芙蓉文化賞

故志村正彦　受賞者

（受賞者の経歴）ロックミュージシャン

令和 3年 11 月 11 日受賞

Masahiko Shimura

昭和55年　富士吉田市下吉田に生まれる

吉田高校卒業後、上京。

平成12年　ロックバンド「フジファブリック」を結成。

平成16年　東芝 EMI よりメジャーデビュー。フロントマンとして

ヴォーカル・ギターを担当し、多くの楽曲の作詞作曲を手掛ける。

四季をテーマにしたシングル連作リリースなど、独創的で叙情的、

心を揺さぶる詞とサウンドが支持される。名だたるロックフェスに

出演し、頭角を現す。

平成20年　富士五湖文化センターにて念願の夢だった凱旋ライブを開催。

新たな Jロックの担い手と期待される中、平成21年29歳で夭逝。

翌年、親交の深いアーティスト15組が富士急ハイランドに集結し、

16,000人の観客と共に故人を偲ぶ。

遺された多くの楽曲は今もなお、幅広い世代に高く評価され、

「若者のすべて」が高校音楽教科書（令和4年度「MOUSA1」教育芸術社）、

「桜の季節」の歌詞が高校国語副読本（「サブカル国語教育学　『楽しく、

力のつく』境界線上の教材と授業」町田守弘 編著　三省堂）に採用される。

折に触れ、富士吉田市出身であることに言及し、地元を舞台とした曲も多い。



第２５回芙蓉文化賞

尾﨑ユタカ　受賞者

（受賞者の経歴）銅版画家

令和 4年 10 月 20 日受賞

Yutaka Ozaki

本名 尾﨑 浩 (おざきゆたか )日本美術家連盟会員 1956 年 ( 昭和 31 年 ) 山梨県
に生まれる。山梨県富士吉田市立下吉田第二小学校入学、市立吉田小学校卒業。
市立吉田中学校卒業。1975 年 ( 昭和 50 年 ) 山梨県立吉田高等学校卒業。一年浪
人後東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻入学。現在東京藝術大学名誉教授 ·日
本美術家連盟理事長の銅版画家 中林忠良教授に師事。1980 年 ( 昭和 55 年 ) 同校
同科版画研究室 (銅版画 )卒業。以来銅版画技法一筋に研鑽を積み、ビュランと
呼ばれる特殊な彫刻刀で、1ミリ幅に 20 本以上の細線を銅版に彫ることができる
細密表現の稀有な版画家。大学卒業後大蔵省印刷局工芸管理官室に拝命。以後切
手をはじめ銀行券その他、国の重要な凹版印刷物の原版彫刻及びデザインに従事
し更に研鑽を重ねる。1996 年第 9回上野の森美術館 日本の自然を描く展文部大
臣奨励賞。2002 年第 2回モントリオール国際ミニュアチュール版画ビエンナーレ
最高賞受賞他、国内外の個展並びに展覧会への出品回数 130 余。作品収蔵先は市
内各中学高校から町田市立国際版画美術館、東京藝術大学他国内各所。アメリカ
議会図書館、ロサンゼルスカウンティ美術館他海外各所。また海外版画アーティ
ストから各芸大美大並びに各地美術館での特別講座及び公開制作等の依頼を受け
開催。銅版画の指導と普及に努める。2018 年自身の画集技法書 (全文英訳付 )
を出版。その後小中学校図書として教育委員会へ寄贈併せて各高校へ贈る。2022
年第 25 回芙蓉文化賞受賞を記念し、同年 12 月 23 日より富士吉田市民会館 3階ギ
ャラリーにおいて、学生時代から今日までの作品を抜粋、展示作品数 7 0 点以上の
受賞記念展を開催。

下記尾﨑ユタカ Web サイト等に詳細明記。
https://galleria-oz.jimdofree.com
Instagram galleria_oz
YouTube 銅版画技術動画チャンネル OZ ozaki yutaka


