書芸術の国際交流と創作活
野公園内の東京都美術館で８

作品２４６３点を、台東区上

なかなか心の統一をはかることの難しさを痛感

髙頭 子翠さん
するばかりでした。古き道古き良き物を大切に

高円宮賞（現代書部門）
コロナ禍の中、今までとは異なる事の多い生

生きたいとの思いで「好古」と揮毫いたしまし

葉

同

小祝美鴻（東京都）

西川遷石、東浦曉舜、福田悦子、

同

阪田佳凜（大阪府）

藤井優子、プラウツ京美、

同

田中眞由美（宮城県） 増田惠実子、町田曠道、松下加昇、

臨書部門 小山鷺果（大阪府）

松橋艸路、三島曉翠、森川泰泉、

■太田道灌やまぶき賞

山内恵子、山口翠婉、山﨑恵萠、

漢字部門 小川翠玉（埼玉県）

吉岡松龍、吉原輝舟、米津洋子、

大森水苑、近藤子城、銭谷佐智子、

漢字部門 山城昂風（広島県）

芹澤利風、髙比良和瑛、武藤久美子

■東京都知事賞

産経国際書会会長賞

かな部門

詳細はsankei-shokai.jpまで
【問い合わせ】産経国際書会 TEL03-3275-8902

産経国際書会理事長賞

現代書部門

荒井裕水（宮城県）

国

賞

漢字部門

渡邉正峰（愛媛県）

ペルー大使館友好賞

かな部門

北川佳邑（神奈川県）

モンゴル国大使館賞

漢字部門

近藤豊泉（東京都）

伊 達 政 宗 賞

現代書部門

木村翆川（青森県）

漢字部門 川渕曉華（神奈川県） 臨書部門 吉田 悟（埼玉県）
同

田中秀穂（埼玉県）

■会友特別賞
同

本山鈴翠（東京都）

上田秀曠、太田昭華、大塚白聲、
栗原昇蘭、小久保撞文、後藤仙龍、
現代書部門 齋藤雅貴（宮城県）

新宮紫菫、杉浦凛昇、中野璣恵、

■無鑑査会員特別奨励賞

足立道代、安部皓月、新井桃坡、
漢字部門 佐子恵鳳（愛媛県）

一条侑琴、猪原 忍、今村華綏、
中根静流（愛知県）

上田尾桜香、岡坂彩逍、尾上琴舟、
同

山崎佳秀（埼玉県）

加藤信和、菊島克月、北河光春、

同

𠮷田早織（新潟県）

桜井峰心、笹岡慶鳳、佐田楊苑、

同

吉田 悟（埼玉県）

塩澤東江、品田敦子、澁谷心水、

同

連 鈴然（神奈川県） 島田千速、白鷺富州、杉浦凛昇、

かな部門 川口志満子（愛知県） 須﨑惠石、関 瑞泉、多田鷺景、

■フジテレビジョン賞

漢字部門 勝間田宝泉（静岡県）

■愛知県知事賞

現代書部門 田中瑛恵（東京都）

漢字部門 渡瀬大麦（静岡県）

臨書部門 乾 翠鳳（東京都）

■中国大使館文化部特別賞

漢字部門 斉藤玉扇（千葉県）

■産経新聞社賞

かな部門 小松るか（愛知県）

漢字部門 魏宇虹（カナダ）

現代書部門 内田陽子（千葉県）

かな部門 鈴木久江（愛知県）

漢字部門 栗原知津美（埼玉県）

現代書部門 古川聡美（千葉県）

■U23大賞

かな部門 小松あゆ（愛知県）

現代書部門 佐伯翔子（東京都）

■ニッポン放送賞

佐藤不屈、佐藤マス子、佐藤

村三江子、鬼頭青峰、絹川移

邑、木谷峰水、北野香春、北

志賀雲龍、志字一燁、篠原寒

鵬、篠原秀朋、柴山枝峯、清

子、三宅秀紅、三宅華子、宮

坂岳洲、宮崎彩風、宮﨑春華、

秀、宮平翠玲、三好美江、向

龍成、原田圭泉、原田仰月、 井恵風、虫明智恵子、武藤和

村越龍川、村瀬敢山、村瀬天

歌子、宗像翠龍、村越弘鷹、

田端香峰、玉木白雲、玉田栄

原野翠丘、春名蕭風、晴山竹

水畦花、清水小舟、清水碧沙、 村政晴、田村廸子、千島耿風、 芳、久田方琥、菱沼東坡、人

月、玉田子翠、田丸昴衛、田

子、河原畑静揚、神田景水、 花仙、澤村春泉、塩川千津、 中春畝、田中龍渕、谷蒼涯、 林英道、林清方、林弘子、林

良紅、土生零山、早坂喜伊、 宮崎松景、宮崎礼子、宮下信

根田菖風、羽根田和香、馬場

橘圭子、橘黄華、建部恭子、 波多野久美、羽根田菖橋、羽

子、大木暁峰、大久保節子、 惠苑、河口美櫻、河島彩澄、 有光、眞田朱燕、佐野香翠、 建部紘子、田中曲水、田中香

亀山凰琳、カレン紅鸞、川上

愛澤奏剣、相原茜光、青木錦

大毛青舟、大崎翠石、大澤芳

石川光苑、石川水碧、石川晴

小林千津、小宮求茜、小宮美

鈴木百合子、鈴木葉光、鈴木

藤田翠紅、伏見香蘭、藤村満

望月惕軒、本橋春景、森方信、

梢、森田香深、盛田理泉、諸

山田秀園、山田春京、山田祥

下翠風、山田娃泉、山田華萌、

幡加津、古川露風、古田蘭紲、 松、山﨑幽華、山下海堂、山

山口千夏、山口了世、山崎玉

柳鵬翔、矢部絢汀、山沖春闌、

りく、寺岡祥雲、寺田景翠、 暎、藤井峯子、藤木八重子、 留大穹、八木一華、矢崎藤香、

殿村蒼園、富岡桃翆、冨田静

古谷華楓、古谷紫水、古屋智

井悦子、中畦峰月、長尾佳風、 風、別府桂苑、星野秀水、星

峰、横尾春風、横田玉華、横

本晴城、山本てるみ、山本美

野葉柳、堀江宣久、堀江龍舟、 葉、山見春艸、山村萌扇、山

堀川梨華、本庄曹姿、本多久

田龍石、中塚龍華、中西美蕙、 笙、前田恵泉、前田沙杏、前

紅、長瀬沙焱、永田昌子、永

蓉春、鈴木令子、須田瑞兆、 長岡輝美、中島恵華、中島彩

蘭、清田千桂、清野万里、青

祥、松井光楓、松井遊舟、松

増田孝志、町田武山、町山一

小林知子、小林邑碩、小木翠

泉、小堀曉聲、小森彩仙、小

五月女久枝、嵯峨帶琳、酒井

榊󠄀
田育代、阪田佳凜、坂根冴

美、坂部翔友、坂本勝彦、坂

竹、良元鷺栖、米山石峯、米

吉野富龍、吉本雪華、吉本麗

陽如雲、関口香雪、関口晁 、 中西儷、中野和博、中野桂月、 田聖峰、正川子葉、正光紅雲、 溝景陽、吉川馨泉、吉田太城、

寶、中村雪鈴、中村雪鷺、中

瀬戸桂舟、千田嘉穂、添田紫

苑、十亀紫風、曽根小徑、染

誠、西尾磐翠、西尾蘭畦、西

谷春慶、高井雄心、高垣琴紅、 奈良華苑、新島繁惠、西尾秀

山京華、三井田竹翠、三浦希

緑、萩原彰子、長谷川愛子、 韶、三浦茂子、三上錦水、水

劉洪友、鷲華陽、和田玲砂、

風

渡 邉 麗、 綿 貫 一 誠、 綿 貫 彩

衣子、渡部美恵子、渡辺龍泉、

渡部照美、渡邉洋子、渡邉麻

華、渡邉正峰、渡辺千代恵、

祥花、松﨑龍翠、松田真香、 渡辺敦子、渡辺吾風、渡邉祥

松岡静仙、松岡八十次、松﨑

村蘭香、中本江翠、永由龍雲、 井玲月、松岡篁月、松岡舟波、 山美鈴、ラモス逸子、李若娜、

野美晁、齊藤華秀、齋藤欣江、 関口尚、関根史山、関根春峰、 中平博子、中村紅舟、中村三
齋藤恵翔、齋藤香坡、斎藤秀
藤春瑤、齋藤晴雲、五月女紫

高木規洞、髙木撫松、髙頭子

鳳、松永天香、松村数範、松

川万里、西手祥石、新田隆一、 松戸清玲、松永葵心、松永光

橋香鶴、髙橋翠石、髙橋照弘、 沼田香雪、根木和恵、野口聖

本玉葉、松本昌雪、眞々田壽

髙橋峰月、高橋雄喜、高畑常

信、髙松紅真、高山旭雲、滝

﨑俊江、野尻春華、野原永翔、 扇、丸井茜笙、丸田華芳、丸

扇、野口明翠、野﨑子慶、野

井竹風、坂本雅峰、坂本香心、 翠、髙野彩雲、高橋嘉代、髙
作村光雪、作村光風、桜井知
岡茜詠、佐々木翠萌、佐々木

竹内花子、竹内美翠、竹澤玉

天道、佐々木弘子、笹山紅樹、 口晃映、瀧澤龍石、武翠泉、 信藤緑華、法月秀峰、芳賀祥

西河時枝、西川玲華、西澤光

舟、三宅和晃、

之口琴晴、宮眞由美、宮内往

鈴木 雪華、鈴木瑞、鈴木裕子、 香、西英章、西薫風、西晶麗、 明、三谷沙園、光谷春煌、美

須田紀泉、ステジョヘルベル

郁泉、粉川房子、国分敬扇、 ト、須藤恵美子、須永清蘭、 漣、西島良祐、仁科安博、西

子、河野緑、郡小隠、小金澤

華陽、大沢玉鳳、大澤苔翆、 河内寿径、河野秀喜、河野正
太田禮香、大塚美雪、大友伸
秋、大友博子、大沼真弓、大

加戸秀泉、加藤玉華、加藤香
雪、加藤志瑛、加藤青藍、加

伏雅篝、室伏華琉、望月暁云、

平岡雄峰、平方研水、平方峰

千葉光曄、査律、塚原和子、 見恵風、日野翔鳳、平岡智子、 謙、村田白葉、村松道愉、室

壽、平野恵亮、平間美草、平

下村香遥、荘司欣水、東海林

白崎菖汀、城田桑軒、晋鷗、 雲、辻本卓峰、土田芳水、坪

大平美侑、大森志峰、大谷煌

村翆川、木村大澤、京野和子、 白扇、白井幸風、白石百合子、 塚原桃虹、津久井桂葉、辻和
水、大八木雅山、大山香蘭、 久保秀竹、久保翠雪、熊切渓

空、石黒洋子、石向竹霞、石

髙橋晴樹、髙橋宥枝、高平肇

只野翠苑、田中秀穂、田中爽

橋爪玉雪、橋本尚玉、橋本浪

樋口紅楓、肥後彰宴、日野美

苑、宮本香祥、民部田鳳春、

向井麗水、向百重、武曽百合

上紅恵、村瀬蕙風、村山蛍泉、

雲、本山鈴翠、森川圭花、森

苑、柳川真華、柳沢秀隺、柳

栁田朋真、矢野春潮、山内雅

萌雪、竹花晴夫、竹森桂翠、 幽月、半谷松華、伴田顯道、 澤夢苑、柳沢緑風、柳澤禮石、

林帛甫、林由晶、原黄馨、原

口敬子、武田佳園、武田雅鳳、 浜島圭園、林加代、林清夏、 安田静扇、安田青涛、箭内香

皋菖、馬場睦子、濱口章子、 田東敬、森脇熒洞、矢嶋粋瑤、

葉玉筑苑、花井萃川、羽根田

代子、高野小百合、髙橋岳城、 溪、畑中華舟、波多野美麗、 室山陽園、毛利恵華、望月慶

高田一鳳、髙田明仙、髙津佳

島翠葉、高市翠柳、髙砂華泉、 坂みい、袴田春汀、橋阪豈悦、 子、武藤彰男、宗行麗翠、村

陶、根本孝萼、野口映光、野

新田裕畦、韮塚麗鳳、布目京

春原郁香、関琦呂、関根暁香、 本竹風、西山秀光、西山弘美、 都沢美雪、宮崎曄鳳、宮渕松
佳、赤間裕子、秋山峻一、浅

野瑞扇、大橋芳順、大森翠山、 腰原佳恵、小嶋汀艸、小玉渓

岡桃苑、浅川旭信、芦澤紫峰、 彩雲、岡本桂草、小川香翔、 西香苗、小林郁、小林丁鵬、 蘭、園田桃香、薗部玉鴒、代
小川香遊、小川志麗、小川翠

浩、今野榮園、斉木妍樹、齋

熊春洋、奥村佳子、尾末静翠、 藪まゆみ、小山鷺果、小陽孝

柿川澄石、笠原浩義、笠本百

月、小野寿美子、小野寺祥子、 藤滋子、齋藤雅貴、佐伯香潔、 植、宝田暁蓮、滝口一華、田

小田香倫、小野敬子、小野香

関根沙逢、関谷正子、曽雌如

岩田正直、岡部昌幸、齊藤香

安住美弥子、天野雅風、天野

泉、後藤溪泉、後藤碩鳳、小
坡、青陽如雲、風岡五城、晋

汲泉、新井輝志、新井暁香、 玉、奥川光華、奥野幽泉、小

口邦子、生原凛々子、池田真

岡田佳代子、岡田赬浄、岡野
鷗、竹澤玉鈴、田村政晴、手

◇審査員

珠、池田芳翠、井沢環麗、伊
小野秀美、勝田晃拓、北野香

福島恭子、福田世英、藤井玉

本一恵、廣川昌華、福島白苑、 森井爽生、森嶋和翠、森田経

井形大正、生田佳葉、生田博

影山瑤琴、風岡五城、梶井香

中、勅使川原里雪、手島たい

沈彊、進藤栄峰、末永香雅、 井駿泉、鶴田秀紅、翟鑫、程
石、久米麗鳳、蔵泰中、倉賀

素心、岡田崇花、岡田真由子、 野静子、倉島美瑤、倉知夕鷺、 菅井裳雲、菅原有恒、杉原静

龍、梶谷綾泉、梶野花風、加

加藤雅峰、加藤桂谷、加藤香

翠、土佐慶扇、利根川秀峰、 恵、布施夏翠、舩木閑清、降

木愚山、鈴木桂月、鈴木秀雲、 出羽雅陽、銅山桂銅、戸叶幽

花、杉原和香、鈴木曉昇、鈴

石川杏華、石川溪舟、石川秀

栗栖芳樹、栗山春濤、黒田浩

岡野寿美、岡林起仙、岡林御

芳、桑大樹、小池雅游、小泉

川艸岑、奥本恵舟、小倉一鳩、 玲洸、郷司翠楓、小薬星邦、 鈴木小蘭、鈴木晨風、鈴木青

苑、鈴木蒼、鈴木知夏、鈴木

伊勢枝香、磯部花溪、磯邊哲

小久保里子、小嶋カズ子、小

刑部翆川、刑部翆風、尾関陶

名雪王、小名雪揺、小野左鵞、 小谷美瓔、後藤教子、小沼翠

杉秀花、小杉修史、小関麗翠、 博子、鈴木邦仙、鈴木祐洞、 流、鳥居雅舟、鳥井春翠、中
伊藤春魁、伊東星昴、伊藤汀

小野之右、小野秀美、小野亭
小野寺佐苗、小野寺聖乗、小
今田篤洞、岩浅写心、岩井玲

片山松風、片山澄男、片山寿
上田綾美、植田清峰、上田智

誓、加藤紫香、加藤春勢、加
加藤翠苑、加藤石泉、加藤爽

雪、田中吴峰、田中秋芳、田
洲、大田桂水、大田美州、大

佐野清風、佐野麻理子、澤田

舟、青柳光草、赤堀翠柳、秋

翠、大場清美、大庭清峰、大

川野美鳳、川端奏風、川村圭

葉秀厓、阿久津由美、浅井順

竹翠葉、大谷芳雨、大段栄泉、 菊山武士、木住野栄、北川佳

大井香簾、大井文春、大川詢

川扇翠、老川揺舟、黄木孝一、 石、鎌田嘉壽、鎌田悠紀子、 藤津香、佐藤白峯、佐藤白楊、 幸生、田嶋華翠、田島青谷、 部蘭蹊、秦祐子、畑田穂苑、 三橋和泉、蓑口草川、宮川彣

谷汀華、水原白姚、三谷旭心、

漢字部門 劉繼剛（中国）

（敬称略） 大河原紫舟、大倉純子、大澤

清水裕理、志村幸子、下野徑

泉、下拂蘭蹊、周紫君、上甲

山、古川悦子、逸見渉仙、細

藤巻志剛、藤谷永翆、太田凌

鈴木記久子、鈴木欣笙、鈴木

苑、中村英華、中村芝陽、中

ク一枝、小岩溪水、小祝美鴻、 穂苑、鈴木水雪、鈴木栖城、 山溪岑、名和手春華、新野彩

助、本多美子、本間溪僊、本

崎深翆、山崎眞聖、山崎翠嵐、

山地暁翠、山下元葉、山下蒼

月、山下桐軒、山城昂風、山

田光倫、山田紅琳、山田舟蘭、

本葵松、山本栖峰、山本丹雪、

山本操一、柚木笙遥、横井清

泉、横山恵華、吉川静風、𠮷

吉 田 峰 子、 米 澤 千 代、 ラ ン

間友雪、前田山径、牧野友里、 田早織、吉田悟、吉田粋京、

水野玉苑、水野鳳扇、水元光

ク伸子、連鈴然、ロビンソン

渡邉一甘、渡邊彩花、渡辺青

風、三澤よし江、水田翔葉、 枝、渡部大望、渡辺美代子

松林麗泉、松本岳山、丸橋都

白澤竹峰、新谷清硯、姿光柳、 島啾鳳、長瀬恵歌、長沼陽子、 梨子、松沢緑芳、松田香峰、 万里、和田薫葉、和田春湘、

松尾香渓、松岡宏美、松木真

巖、松江みち子、松尾健太、 ディー宗治 山本、レルネッ

所青苑、飛世彩水、飛田玉麗、 増田一翠、増田秀光、松井清

都丸廣仙、富石寛城、友野美

鶴、山田凌泉、山中典子、山

田逸峰、藤田鳳洞、藤巻華志、 山田清風、山田輝代、山田豊

智代子、丹下頌翠、丹野萩逕、 子、藤井藹子、藤島果那、藤

鶴見初晃、寺井枝祥、土井保

松昇儷、角田雅泉、鶴田幸子、 田耕仙、堀川文恵、堀切清之

由美、竺原留美子、柴田祥鶴、 華、筒井保子、恒川幸子、常

川えりか、土田真山、土田雪

田白洋、澤田蘭香、塩澤鈴華、 千川原久美子、塚田淩煌、津

佐野登志子、澤口貴美江、沢

棚橋藍水、谷天水、谷川仁美、 平野胡舟、廣江蘭秀、弘重輝

石嶺エツ子、石嶺友佳子、石

扇、福島花峰、福田圭華、福
磯田白鷺、一ノ瀬翠雲、一柳

佐々木秀静、笹野美智子、佐

平岡雄峰、
松永葵心、
山本晴城

元城軒、石和泉、石綿葉翠、 司、金子静堂、金田寿三枝、 藤和夫、佐藤小菊、佐藤茜彩、 種市桂子、田野紅硯、玉川清

田惠琳、福田示陽、福元万理
谷蒼涯

庭華、伊藤数馬、伊藤雅洋、 米紀子、河上紋子、川口久美
川田芳樹、川渕曉華、河村雪

子、川口志満子、川口美窓、 塩原健作、塩原大輔、鹿屋真

水、神谷黄河、亀村曜子、苅
▽現代書部門＝大谷芳雨、菊

伊藤恵華、伊藤恵翠、伊藤晃



水旭暁、清水旭酔、志水香華、 江、当間旺風、徳渕明峰、戸

菊間志響、岸弘子、北口苗女、 春、嶋田清亭、島田昌広、清

藤白蓮、伊東洋子、伊藤柳絮、 華、菅野汀泉、菊池美津子、 柴田静翠、嶋津桃壽、島田貴
稲垣蘭圭、稲葉淳子、猪浦明

﨑清楓、岩崎等、上釜美由紀、 子、北村佳翆、木下芳珠、キ

北澤花舟、北畑円美、北畠文
髙橋照弘、町山一祥

玉、梅津ふき子、惠美奈志雅、 窪田皋月、倉岡さおり、倉持

桃里、國貞螢炎、久保杉峰、 白嶺、城前玉香、白板玉彩、 豊、外山錦紅、中川龍峰、中

植田拳、植竹幸子、内村才鷺、 ムヨシカネ、木村幸韻、木村
中村雪鷺、松井玲月

江森嶺翠、大石慈宝苑、大泉
松﨑龍翠

煌水、眞田朱燕、武富明子、 凜泉、大賀陽子、大上光舞、 黒澤光照、
桑壽香、
ケンドリッ

喜扇、栗原清泉、グリーン薫、 菅沼松峯、杉沢慧華、鈴木陽、 中根静流、仲野岳城、中部紫

▽Ｕ 部門＝今田篤洞、大谷

桃香、金丸鬼山、齊藤華秀、 内村遊水、内山硯翠、梅澤松

▽臨書部門＝岩浅写心、岩間

▽篆刻・刻字部門＝風岡五城、 翠、岩倉瑞季、岩崎邦彦、岩

風、渡邉麻衣子

三宅秀紅、宮崎礼子、山下翆

映、佐野麻理子、髙頭子翠、 泉、伊藤深山、伊藤汀花、伊

山武士、斎藤修竹、五月女紫

鷺外、鎌田悠紀子、齊藤春欣、 泉鳩邨、泉子鳳、磯田竹山、 鐘築重治、上圷芳春、神谷映

角江政則、金子静江、金子征
▽かな部門＝伊藤春魁、今口

佐藤龍玉、佐藤禮子、佐那、 紅、玉木光華、田丸翠玲、譚

木撫松、武翠泉、土田芳水、 橋玉葉、石橋蒼雪、石原志仙、 藤芳丘、加藤葉月、加藤鈴氳、 本柏堂、櫻井研堂、佐子恵鳳、 花、田中眞由美、田中柳惲、 苑、檜森香代子、平田麦穂、 鳳、山岸慧芳、山崎佳秀、山

春、坂本香心、鈴木曉昇、高

扇翠、大田桂水、大庭清峰、 澤久子、石井彩月、石井翠香、 合香、柏村明子、片山彩幽、 春闌、坂井節江、酒井雅代、 竹田倫吏、武野渓園、竹之内

▽漢字部門＝岩下鳳堂、及川

二、安藤法子、五十嵐梢、井

圭泉、村越龍川、山下海堂、 有賀瑚風、粟屋俊堂、安藤正

島たいりく、鍋島稲子、原田

◇特別選考委員＝石川天瓦、 愛智勝江、青砥光瑛、青野竹

無鑑査会員

藤遊墨、門山玲花、金丸鬼山、 佐武照聲、定野桂雪、佐藤一

藍、梅田ちか子、江戸秀虹、 雲、加藤竹藜、加藤芳珠、加

内田子鴻、宇野淳風、梅内春

村陽香、植村良華、内田簣山、 藤松亭、加藤真風、加藤深流、 子、櫻田恵香、櫻本静月、笹

子、植田泰之、上野鶴陽、上

香、岩村恵雲、植木由樹子、 美子、可知悦子、勝田晃拓、 映、坂井曉麗、坂井光泉、酒

岩田正直、岩田和道、岩間桃

澤翠汀、岩下鳳堂、岩田蕙雨、 柴律子、栢葉光進、片岡桂仙、 翠、斎藤修竹、齊藤春欣、齊

翠、岩佐登花、岩﨑水雅、岩

軒石、今井翠泉、𫝆口鷺外、 渕翠竹、恩田瑞貞、恩田峰道、 翔、小室真仙、近藤豊泉、今

井上すみ子、井上千秀、今井

垣穂月、井上空咲、井上醉生、 良、小野澤竹峰、小野澤美香、 林紫雲、小林紫泉、小林清山、 ⻆倉陽翠、須山馨扇、諏訪春

瑤、五戸光岳、小林虹草、小

舟、伊藤緑穂、伊東玲翠、稲

藤牙城、伊藤君代、伊藤秀泉、 山、小谷翠谷、小名玉花、小

舟、市野心蘭、市原蘇水、伊

黒鴻羽、石原圭芳、泉芳秋、 舟、岡村公裕、岡本杏華、小

苑、石川天瓦、石川由美、石

井理春、石上千曄、石神美泉、 大山湯泉、岡﨑洋翠、小笠原

子、石井思水、石井政子、石

扇、安蒜欣青、飯田恵美子、 橋栄美、大橋玉樹、大久恵華、 山、木村笹雪、木村春峰、木

荒井裕水、新谷玉祥、有友啓

美光雪、新井瑞鳳、新井大鳳、 大西紫蓉、大野明子、大場映

歩、浅香秀子、浅川美彭、渥

漢字部門 大河原紫舟（愛知県） 漢字部門 鐘築重治（兵庫県）

江原梢風、圓田翠泉、遠藤乾

本年度

現代書部門 石田玲風（奈良県）

長谷川松柳、長谷川明扇、支

■太宰府天満宮賞

鈴、武田厚、武富明子、竹中

山崎翠嵐（埼玉県）

回産経

活に少々戸惑いを感じております。さまざまな

きに過ごせますようにとの思いをこめ、今後身

言

同

実、佐藤志雲、佐藤志陽、佐

同



感染リスクに対応しながらの中で、賞の選考に

にあまる大きな賞に恥じることなく、心新たに

あたられた特別選考委員の先生方、恩師、書友、 た。一日も早く静かな日常を取りもどし、前向
書会や関係者の方々に、受賞の感謝を心よりお

の
今田 篤洞さん

かな部門 須田紀泉（埼玉県）

壁谷桔華、鎌形美遊、釜木玲

村山蛍泉（神奈川県） 和田悠粋、和根崎真美

月 日から 日まで一堂に展
示される。
歳

高円宮妃久子さまからいた
だ い た 御 題「 薬 」「 氣 」を
礼申し上げます。書作にあたり自己の思いを心

び

おきなく発揮することを認識しておりましたが、 精進してまいりたいと思います。

喜
内閣総理大臣賞（漢字部門） 

桑 壽香（大阪府）
翠、遠藤香葉、遠藤秋華、及

■会友奨励賞

同

動 を 目 的 と す る「 第

国際書展」（産経国際書会、産

経 新 聞 社 主 催 ）の 入 賞、 入 選

作品が決まった。審査会は５
以上の会員が揮 毫 した色紙

月 日から６月２日まで、東

京都台東区の東京都立産業貿
点を展示する特別色紙展は今

き ごう

易センター台東館で行われ
回 目 と な る。 そ し て、

品を招待展示、また、特別出

今井翠泉（埼玉県）

特別選考委員・審査員

■U23奨励賞

臨書部門 山口彩苑（奈良県）

津田玉華、寺門綾香、藤内久美子、

現代書部門 有賀瑚風（東京都）

■会友賞
臨書部門 鈴木雪華（埼玉県）

栁田朋真（愛媛県）
同
■産経準大賞

渡邊彩花（広島県）
同
■産経大賞

現代書部門 毛利恵華（愛媛県）
かな部門 松尾健太（埼玉県）

かな部門 鈴木 瑞（群馬県）
現代書部門 佐那（東京都）

同
■外務大臣賞

■無鑑査会員奨励賞
■文部科学大臣賞

年で
第 回展に続き、韓国書壇を

品として中山秀征さん、松村

漢字部門

大

た。総出品数５５２１点の中

から、特別賞、入賞、入選な

ばれた。今年の特別選考会は、

導の通り書会の仕事にも最優先で働かせていた
たまもの

この度は内閣総理大臣賞に選考されたとの通
だいた賜物と受け止めています。ここ数年難病

韓国文化院長賞

審査会員

後藤教子（埼玉県）

渡邉麗

山本龒子（神奈川県） 漢字部門 鈴木翔馬（静岡県）

同

長瀬有里子（茨城県） ■国際賞

同

生原凛々子（東京都） 中川嶺泉、中原真紀、中村玉蘭、

同

髙津佳代子（広島県） 野呂トヨ子、三島曉翠、王瑩
同

リードする代表作家 人の作

岡 部 昌 幸（ 群 馬 県 立 近 代 美 術
雄 基 さ ん、 藤 田 三 保 子 さ ん、

を患い思うような作品を出品できなかったので
すが、今回は私の原点である多字数行草体を見

ただただ

選考の先生方、
新聞社の幹部、
書会の先生方、
所

知をいただき只々びっくりしております。特別

属する菽水書人社の皆さんのおかげで心から感
つめ直して２×８尺サイズに 文字を渾身の筆
の動きで表現できたと考えています。これから

こんしん

謝申し上げます。第１回産経国際書展より初代
理事長、林錦洞先生ご指導のもと、一貫して漢
も命のある限り出品を続けてまいります。

すい

身死聲名在…」

きょう こ

教子「大樹は…」

現代書部門

際

ど総勢 人の審査員により選

館 特 別 館 長 ）、 鍋 島 稲 子（ 台
岡部まりさんの作品も展示さ
れる。

東区立書道博物館主任研究
人で行
入 場 料 は 一 般 ５ ０ ０ 円（
歳以上および大学生以下無
料）。
字伝統書を 年出品し続けるとともに師匠の指

し

とう

子翠「好古」

とく どう

篤洞「賈島

たか とう

だ

高頭

いま

今田

現代書部門

漢字部門

ご

後藤

中国大使館文化部賞

shokai@sankei.co.jp

員 ）の ２ 氏 を 加 え た

われた。
特別賞、特選、秀作、入選

作品をはじめ産経国際書会審

査会員、無鑑査会員、会友の

高円宮賞

内閣総理大臣賞

すい せん

現代書部門

い

翠泉「無盡藏」

【巡回展】
［関 西 展］ ８ 月24日（水）～28日（日） 京都市京セラ美術館
［東 北 展］ ９ 月13日（火）～18日（日） 宮城県美術館
［瀬戸内展］ ９ 月27日（火）～10月 ２ 日（日） 広島県立美術館
［中 部 展］11月15日（火）～20日（日） 愛知県美術館ギャラリー

２３

中国大使館文化部賞

いま

今井

今田篤洞（東京都）

産経国際書会、産経新聞社
外務省、文化庁、中国大使館文化部、大韓民国大使館 韓国文化院、ペルー共和国大使館、

モンゴル国大使館、東京都、愛知県、太宰府天満宮、フジテレビジョン、ニッポン放送、
サンケイスポーツ、夕刊フジ、扶桑社

３6

漢字部門

漢字部門

主催
後援

21

韓国文化院長賞

内閣総理大臣賞
●会場

38

矢崎藤香（山梨県）
大西紫蓉（愛知県）
現代書部門 岩佐登花（宮城県）

髙頭子翠（千葉県）

宮

14

14

54
65

円
高

題材は唐の賈島が孟郊の死を
悼んだ五言絶句一首。伝統書法
け れん
を基調として、外連味なく堂々
と大書されている。作品全体
からは、俗を超越したいわゆ
る「骨氣」ともいうべきものが
漂ってきます。永年の修練によ
る境地の高い作品です。

（風岡五城）
「無盡（尽）蔵」三字の一行書
き。三文字がそれぞれ今にも
動き出しそうで生気に溢れて
まと
います。
「盡」の縦画に纏わり
つくような橫画は、まさに天
に昇る龍のようです。作品の
中央あたり、長めの落款で余
白を引き締めたのは気が利い
ています。
（風岡五城）

80

39
1５

漢字部門

現代書部門

午前 ９ 時30分～午後 ５ 時30分（初日は午後 １ 時から、最終日は午後 １ 時まで、１５日は休館）
なお、会友と入選作品は出品者の居住地により該当する巡回展のみ展示します。
東京展展示該当地域は北海道、関東地区と新潟、長野、山梨、静岡、九州地区、海外です。

賞
［東京展］８ 月14日（日）～21日（日）東京都美術館
（ロビー階、 １ 階第 １・２・３・４ 展示室および ２ 階第 １・２ 展示室）

20

第一筆の打ち込みの強さや沈着重厚な線質
は作者の深い好古の精神の表れでしょう。
永年の古典研究を経て独自の世界を打ち立
てています。字形や構成面では自然体を貫
き、それがまた古きものの持つ質実さに相
通じて一層好もしく感じられます。

（風岡五城）
人生哲学の意味を持つ言葉に真正面か
ら向き合い、書を通して人間力の向上
を求めた秀作。一字一字のフォルムに
工夫がなされ、線は無駄なものをそぎ
あふ
落とし、緊張感溢 れる作品となってい
ます。横線は右上がりで、作者の強い
意志力を感じます。
（田村政晴）

58

14日から
展 覧 会

入賞・入選作品決まる

39

31

