
　　　　　　昭和５８年～平成２年　石川県地域文化活動奨励賞

　　　　　　平成３年～                 石川県文化功労賞

受賞年度 氏名 分野 氏名 分野

昭和58年 堀場　良夫 地域文化 谷口　武雄 文化財

舘中　幸月 俳句 戸部　　功 文化財

田辺　作次 地域文化 山岸　　勇 民謡

長基　健治 地域文化 原田　正彰 文化財

昭和59年 水越　幸次郎 文化財 呉藤　京左衛門 文化財

丸岡　良郎 文化財 宮野　弥吉 能（謡曲）

鞍　　信一 洋楽 舘　　新一 俳句

南　　辰雄 文化財 丹羽　又平 文化財

柴野　庄一 文化財 門野　　實 文化財

間谷　庄太郎 地域文化 船塚　清蔵 文化財

河崎　幸太郎 川柳

昭和60年 中川　重直 文化財 渋谷　利雄 写真

梶井　幸代 文芸 藤井　信之 地域文化

樋詰　喜美 地域文化 大原　善衞 洋楽

大林　昇太郎 地域文化 奥谷　宇三郎 民謡

池田　庄作 文化財 内潟　甚冶 能（謡曲）

中野　錬次郎 文化財

昭和61年 堀　　忠義 洋画 野本　トワ（永久） 俳句

山森　専吉（青硯） 地域文化 本多　三郎（彗山） 尺八

中村　外冶 洋楽 畑本　俊男　 文芸

山田　外次 民謡 森本　清子 川柳

久木　孝作 洋楽 北村　政次 文化財

張間　政雄（麻佐緒） 漆 林　　康一（四宝一) 地域文化

牧野　隆信 地域文化 橋本　佐輔 文化財

鈴木　リデヤ 洋楽

昭和62年 前田　清子（翠清） 華道 宮崎　菊次（鶯如） 俳句

吉川　良雄（恍陽） 写真 桜井　富子 短歌

吉倉　外枝（宗益） 茶道 市村　正規 文化財

川島　由雄（孤舟） 文化財 金崎　権理 短歌

麦谷　万次郎 能（謡曲） 常光　喜作 民謡

堀野　末男 文化財 森田　白林 川柳

礒見　忠司 文化財 西澤　和江 洋楽

中野　辰一 地域文化

昭和63年 松原　　茂 写真 道下　忠清 文化財

千代　芳子 文芸 松原　敦海 華道
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受賞年度 氏名 分野 氏名 分野

昭和63年 小西　賢一 洋楽 濵出　榮一（青松） 日本画

北野　勝次 文化財 日光　俊雄 短歌

小辻　武男 能（大鼓） 森岡　弥佐久（弓人） 文化財

山田　太作（太佐久） 能 犀川　小太郎 能

本多　政二（正彬） 俳句 野々市じょんがら節保存会 地域文化

武部　　純（笙仙） 俳句 西田幾多郎博士頌徳会 地域文化

平成元年 大森　市男 能（謡曲） 原田　嘉津男（原正二郎） 演劇

雄谷　助市郎 文化財 久田　久信（鶴南） 書道

北野　友次郎 俳句 藤岡　やす（豊康） 華道

才田　健治 文化財 向平　権六（允至） 短歌

塩村　喜代次（倹山） 尺八 森下　富佐子（宗富） 茶道

高木　　豊（鈴の家） 川柳 横西　　清（霞亭） 書道

中村　清作（青峯） 俳句 山中節保存会 地域文化

西浦　要松 文化財

平成2年 石本　健（慈竹） 俳句 下村　正一 日本画

井田　順太郎（柳泉） 文化財 杉本　　清 写真

榎木　　盛 漆芸 須田　一郎 洋楽

圓山　義一 文化財 田嶋　庄吉（方外） 書道

小川　力松（如声） 民謡 豊原　行雄 短歌

奥田　憲三 洋画 西出　外吉 洋画

掛村　忠雄 地域文化 福島　秀夫 能

片岡　吉雄 能（笛） 前田　忠松（熊水･熊川） 俳句

川北　良造 木工 松原　ヤエ（藤間勘奴） 日舞

北出　不二雄 陶芸 松村　一枝（清元梅信枝･竹枝信歌） 清元

北野　銀一 地域文化 田村　天月 剣詩舞

平成3年 石野　美代子（藤間勘紫佐） 舞 中西　政勝（舗土） 俳句

北出　友吉 地域文化（人形浄瑠璃） 能村　祐丞 能（狂言）

木村　政雄（光月） 華道 濱岡　賢太郎 文化財

里見　信生 文化財 前田　義久（義風） 川柳

高山　久参 民謡 三谷　伍市（吾一） 漆芸

津田　文子（藤陰文枝） 日舞 森　愛子（杵屋弥房以･哥沢芝喜音） 長唄

釣谷　房子（雅楽房） 筝 谷内　掃部（大川） 文化財

出町　清正 短歌 吉倉　正三 民謡

中島　秀一（秀嶺） 文化財 吉田　秀鳳　 地域文化

平成4年 大岩　甚七 地域文化 中村　晴悦 民謡

大島　勝比古（宗古） 茶道 八田　文子（文恵） 筝

岡部　　修 文化財 原　　久二 染色

北尾　乙吉（幽石） 書道 牧　　孝治 茶道

榊原　正雄（岳水） 吟詠 若宮　登美（旭登） 琵琶

鈴木　　透（晴教） 尺八
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受賞年度 氏名 分野 氏名 分野

平成5年 円地　信二 洋画 坂上　幽晴 華道

延命　千之助 洋楽 高山　精一 文化財

太田　文弘 地域文化 春木　秀夫 地域文化（音楽）

梶井　重雄 短歌 松本　昌平 文化財

角野　晴風 民謡 渡邊　容之助 能

平成6年 井波　唯志 漆芸 堀　　小寿冶 小唄

井上　　雪 俳句 宮下　與眞 文化財

金野　宗宏 茶道 山本　理暢 華道

川口　恒子 洋楽 吉田　冨士夫 洋画

藤蔭　喜代枝 日舞 和嶋　俊二 文化財

平成7年 角野　岩次 漆（沈金･象嵌） 長谷　　進 文化財

坂口　玉鳳 書道 半浦　快山 尺八

田中　玉城 民謡 藤間　勘寿々 日舞

得能　節朗 彫刻 堀田　成雄 文化財

野島　宗禎 茶道 宮崎　　榮 地域文化

平成8年 川北　　篤　 洋楽 氷田　清風（茂良） 書道

高木　　清 文化財 二又　米造 地域文化

高桑　岳松 吟詠 宮前　久一 民謡

中條　茂雄 文化財 山本　弘風 茶道

津川　洋三 短歌 横江町虫送り保存会 地域文化

中村　秀雄 洋画

平成9年 高島　筍雄 俳句 中町　　進 日本画

田西　妙子 地域文化（短歌） 山下　岳偟 吟詠

篠塚　栄昭 文化財 神崎　ゆき 舞

廣岡　紫穂 華道 鹿島きゃらの会 文化財

小村　久信 民謡 県勤労者文化協会 地域文化

冨岡　省三 写真

平成10年 今村　充夫 短歌 塚本　傳榮 文化財

奥　　美瓜露 川柳 中島　康雄 文化財

鈴木　伏見子 筝 花菱　は満朝 小唄

千田　一路 地域文化（俳句） 松本　佐一 陶芸

田井　行甫 華道 宮川　哲治 地域文化（茶道）

平成11年 石田　康夫 彫刻 長尾　　勇 文化財

作本　康悦 民謡 藤　　則雄 文化財

佐藤　幸甫 華道 松田　章一 演劇

高光　一生 陶芸 南　　典二 俳句

平成12年 泉　　理青 華道 新宅　俊山 尺八

魚住　安彦 金工 住駒　幸英 能（小鼓）

金田　庄一 文化財 吉田　秀哉 川柳

川岸　要吉 彫刻 石川考古学研究会 文化財
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受賞年度 氏名 分野 氏名 分野

平成13年 杉本　理照 華道 松谷　繁次 短歌

武腰　敏昭 陶芸 森　　　晥 洋楽

中村　　裕 文化財 吉田　美統 陶芸

藤間　勘菊 日舞 柏野じょんがら保存会 地域文化

毎田　健治 染色

平成14年 浅蔵　五十吉 陶芸 北西　　弘 文化財

有側　末廣 演劇 銭亀　賢治 彫刻

大島　宗翠 茶道 新田　祐久 俳句

角花　菊太郎 文化財 吉倉　虚白 茶道

勝木　育夫 洋楽

平成15年 越田　健一郎 陶芸 福岡　竜雄（福岡辰雄） 川柳

坂下　包山（坂下勲） 華道 松岡　　清 洋楽

佃　　和雄 文化財 山瀬　晋吾 彫刻

野村　祐丞（能村英丘） 能（狂言） 七尾まだら保存会 文化財

廿日岩　仁吉 文化財

平成16年 石川　美代 洋楽 平櫻　和正　 日本画

泉　　幸志（木村留美子） 日舞 森　　翠禮 華道

尾沢　清量 短歌 山近　　剛 文化財

末政　哲夫 彫刻 御願神事保存会 文化財

平成17年 受川　秋郊(受川猛夫） 俳句 松本　昇 洋画

清元　梅光（松尾道子） 清元 麦谷　清一郎 能（太鼓）

佐藤　幸一 漆芸 森　　宗紀（森嘉紀） 茶道

瀬戸　博夫 文化財 能登麦屋節保存会 文化財

増田　秋雄 地域文化（狂言）

平成18年 榊原　岳水（榊原徹行） 吟詠 野畠　耕之介 彫刻

坂下　喜久次 文化財 八田　忠恵（幸村忠子） 筝

竹内　　幸 華道 林　　正男 文化財

津田　嘉信 短歌 山本　流光（山本喜代子） 華道

富樫　一次 文化財

平成19年 小西　啓介 漆芸 出村　宗貞(出村貞子） 茶道

田中　　勇 文化財 蓮井　正亮 地域文化（茶道）

田中　杉芙勢(田中芙美子） 筝 番場　政晴 文化財

玉川　　博 能楽 藤浦　昭代 俳句

平成20年 板坂　雅瑜(板坂孝子） 邦楽(箏) 谷村　俊英 彫刻

河﨑　雪甫(河﨑雪子） 華道 端名　　清(笠間清） 洋画

楠　　知之 文化財 藤間　勘友枝(中川友枝） 日舞

陶山　弘一 短歌 能登文化財保護連絡協議会 文化財

平成21年 浅蔵　正博 陶芸 佐々木　英一 能楽

北出　甚章 地域文化（人形浄瑠璃） 鶴見　保次 染織

杵屋　弥栄次郎(釣見栄一) 長唄 西尾　理恵(和子) 華道
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受賞年度 氏名 分野 氏名 分野

平成21年 酒井　路也 川柳 水野　一郎 文化財

平成22年 大場　吉美 洋画 新沢　豊照（新沢和子） 華道

加賀山　昭 民謡 西　のぼる（西登） 地域文化（さし絵・装幀）

国永　信一 文化財 藤間　勘紫枝(輪島清枝） 日舞

小林　輝冶 文芸 名舟御陣乗太鼓保存会 文化財

瀧川　眞人 日本画

平成23年 天野　　登 文化財 橋本　澄夫 文化財

作田　理有 華道 百貫　俊夫 染織

竹枝　はる歌（北川晴美） 小唄 不破　幸夫 俳句

苗加　登久治 能楽 大野湊神社神事能奉賛会 地域文化

平成24年 畑　　尚治 洋画 波佐場　宗證（波佐場薫） 茶道

鶴島　雅楽栄（喜多冨美子） 箏 篠原　映之 文化財

藤間　勘繁（大牟禮シゲ） 日舞 能登向田の火祭保存会 文化財

永井　正子 短歌 加賀市錦城能楽会 地域文化

野島　宗栄(野島悦子） 茶道

平成25年 畝村　石道（畝村栄一） 水墨画 清水　千翠(清水美千子） 華道

上山　そと枝 箏 岩佐　健一 文化財

藪　　俊彦 能楽 八坂神社奉賛会 文化財

田村　愛子 俳句 加賀獅子保存協会 地域文化

平成26年 武腰　潤 陶芸 山田　芳和 文化財

東海林　也令子 ピアノ 地下　朱美 地域文化(太鼓）

藤間　勘佐萠(石野桂子） 日舞 松本　美簾(松本澄子） 俳句

西保　淳甫(吉村淳子） 華道 二俣いやさか踊り保存会 文化財

平成27年 生駒　松萠（生駒悦子） 華道 中田　幸子 書道

角花　豊 文化財 福村　今日志（福村清） 川柳

田中　外余成 文化財 吉田　正一 民謡

田村　天聖月（田村和夫） 吟剣詩舞

平成28年 市村　理優（市村由喜恵） 華道 土田　貴夫 写真

亀田　蒼石（亀田勉） 俳句 福島　武山（福島武征） 地域文化

杵屋　弥三辰（森多鶴子） 長唄 道下　甚一 文化財

瀬戸　久男 文化財 吉野　晴夫 能楽

平成29年 杵屋　喜三以満（木村陽子） 長唄 東　澄子 文化財

蛸島早船狂言保存会 文化財 藤間　勘祗（竹内君代） 日本舞踊

百々　俊雅 日本画 蓮覚寺　光敬（蓮覚寺敬子） 華道

橋本　忠 短歌

平成30年 駒形　隼男 俳句 松下　久信 洋画

珠洲ちょんがり保存会 地域文化 宮下　孝晴 文化財

髙橋　右任 能楽 山本　武夫 民謡

藤冢神社奉賛会 文化財 吉田　圭子 華道

令和元年 （一財）石川県芸術文化協会 特別賞 本田　一三一 川柳
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受賞年度 氏名 分野 氏名 分野

令和元年 西　勝廣 漆芸 廣岡　理樹 華道

油　省三 洋楽 石川　友之 文化財

藤蔭　美友喜 日舞 加賀とびはしご登り保存会 文化財

嶋崎　丞 美術工芸

令和2年 西田　伸一 洋画 谷内　新輝 華道

山口　昭悦 民謡 板坂　葵 文化財

片岡　憲太郎 能楽 小松曳山八町連絡協議会 文化財

中川　雅雪 俳句

令和3年 山岸　大成 陶芸 浜中　秀穂 華道

朝倉　喜裕 合唱 松村　芳明 文化財

藤間　三千也 舞踊 唐戸山相撲協会 文化財

赤池　加久 川柳 江沼地方史研究会 地域文化

令和4年 平木　孝志 日本画 山口　隆治 文化財保護

上口　大介 洋楽 重蔵神社如月祭のお当行事保存会 文化財保護

渡邊　荀之助 能楽 橋元　道彦 地域文化

黒柳　治榮子 華道
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