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（総　評）	 	 近年若干の増減はあるものの、出品数の減少が続いていましたが、今回 6年ぶりに
応募数が 3桁となり、とても嬉しく思います。
そして、出品された方の年齢層も高校生から卒寿を迎えられた方までと幅広く、そ
の作品もバラエティに富んでおり、審査にも力が入りました。
受賞作品は、いずれもテーマが明確で、自己表現のための懸命な努力が見受けられ、
質の高い作品が揃ったものとなりました。
また、残念ながら受賞は見送られたものの、テーマ、構成、配色等々賞に準ずる魅
力的な秀作が多くあったことも附記しておきます。
初出品の方も16名と多く、引き続き来年以降も出品していただくよう願っています。
それでは、招待作品も含め総数130数点の洋画の魅力をゆっくりとご鑑賞ください。
	 （文責　杉谷　俊一）

知事賞　○移	 森
も り

の記
き

憶
お く

Ⅰ	 影
かげ

　山
やま

　正
まさ

　人
と

（出雲市）

大作 3点（森の記憶Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）の圧巻の出品でした。その内、枯れ蓮か落葉のよ
うな形態を見せるⅠが最多票を集めました。赤から紫へのグラデーションの間に白を
配した色調が魅力です。ローラーを用いたボカシと透明色の重ねが美しい秀作と思い
ました。本作と同時にⅡ、Ⅲと抽象的な表現への試みを成されており、さらに今後の
展開を楽しみにしています。	 （文責　北本　雅己）
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意欲作です。
木版らしい雰囲気を持ちながら、画面の大きさと大胆な画面構成に先ず引き込まれ
ます。
同時に、風景に込められた作者の心象が、やがて静かに伝わってきます。いずれに
しても、版画という制限を感じさせないスケールの大きさと繊細さを感じます。
付け加えですが、二点入選の小品作品も内容的にも、技法的にも充実感のある秀作
です。	 （文責　若林　俊樹）

洋画 応募点数� 100点
入賞点数� 7点
入選点数� 78点

招待作品� 49点
展示点数� 134点
○移は移動展出品作品
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（出雲市）

画面構成のしっかりした作品である。色彩階調にセンスの良さを感じる。余白部分
の処理には一考を要するところがあるのでは？
今後の作品に期待しています。	 （文責　梶谷　修弘）
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（海士町）

数年来、「テトラポット」の作品を見てきました。これまでの作品と違って、今回の
作品は重厚かつ色面の構成が素晴らしいと思います。セメントで出来た無機質なテト
ラポットにさまざまな感情色を加え、全体をまとめています。処々にある鮮烈な赤が
効果的に働いています。	 （文責　鳥屋尾　敬）
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（美郷町）

ほほえましい題名のごとく、ユーモラスでかわいいふんいきが、良く出ています。
右手とスプーンだけはリアルに描いて、全体を引きしめています。願わくば、もう
少し絵に深味が出ると、もっと良くなると思われます。	 （文責　金本　裕行）
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（浜田市）

様々なものが一杯につまっている着想が面白いイメージ絵画である。作者の意図は
わかるが余りも多いので少し整理した方がより伝わる。その時に人物の入れ方など造
形的な配慮が必要であろう。	 （文責　鹿島　昭一）

銅　賞　○移	 11月
が つ

の軽
か る

井
い

沢
ざ わ

	 畑
はた

　　　志
し

壽
ず

子
こ

（益田市）

夏を、そして秋を経て冬を迎えようとする軽井沢の林を、その細密な描写で、その
雰囲気をよく表現している。
緑を残した下草と緑葉を落した林木、その間を埋める枯れた蔦が時間の経過を感じ
させる。
その中に作者の心の葛藤が感じられるようで卓越した技術が表現を支える素晴しい
作品である。
あえて言えば現実の世界から作者が感じる想い、空想表現へと続けば、それもまた
今後の絵の広がりに通じると思います。	 （文責　松村　　豊）
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入　選

題　　　　名 氏　　名 備　　考
ホーランエンヤ（ 1）「一式飾り」石　川　修　夫（出雲市）
大山遠望 片　寄　　　勤（松江市）
慶び 田　中　武　男（出雲市）
バランスをとるかたち 3 鎌　田　和　人（出雲市）
MEGUMI 平　田　順　子（兵庫県）
青い像 森　木　克　則（松江市）
ダンデイさん 長　島　長　寿（出雲市）
住雲寺の藤 長　島　早知子（出雲市）
雪路を行くローカル列車 仲　田　嘉　文（安来市）
木霊 津　森　　　敏（松江市）
ドック一隅 吉　岡　太　佑（松江市）
宝来栄弥 裏　辻　律　男（鳥取県）
森 福　島　夕　映（出雲市）
私と過去 景　山　こゆき（出雲市）
power 神　山　千　晶（益田市）
FLOWER	PLANET・月夜 1 貝　谷　久美子（美郷町）
高殿より流る 小　畑　敬　子（雲南市）
大山の秋 浜　田　健　二（松江市）
沖縄 柳　原　敬　三（出雲市）
エロースの殺意 遠　藤　修　一（松江市）
風景 熊　谷　　　健（松江市）
待春 八　尾　洋　一（鳥取県）
海から生まれた生命 北　野　快　輝（松江市）
しあわせ 高　田　国　明（松江市）
松江鼕行列 長　岡　道　久（出雲市）

○移 グロリオーサ 薮　田　康　子（浜田市）
威風堂々 窪　田　加津子（江津市）

○移 夏の詩 宇津巻　由美子（浜田市）
○移 高原の一隅 萬　田　みち子（浜田市）
お茶のひととき 非　々　玲　子（川本町）
睡蓮 本　原　悦　子（江津市）
すいれん池 原　田　清　栄（江津市）
我が街と江の川河口 山　﨑　徹　之（江津市）
千丈渓 大　石　　　英（江津市）

○移 秋 大　道　愛由美（浜田市）
里芋掘り 柿　田　周　直（大田市）
ガーデン 青　笹　昭　代（江津市）
収穫前 坂　根　英　子（川本町）
家と石段 中　田　浩　美（大田市）
秋 能　美　　　睦（江津市）
色19 西　村　仁　伸（松江市）
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題　　　　名 氏　　名 備　　考
屋根からの眺めⅡ 三　田　康　晶（邑南町）
学校 渡　部　睦　浩（松江市）
喜と楽 古　曳　小夜子（安来市）
公園 陶　山　本　子（雲南市）
秋色の北アルプス 金　築　克　郎（出雲市）
海を伝う歌 タカギ	サラ	イズミ（出雲市）
黒馬白馬 日　野　　　睦（出雲市）

○移 羽子板になった姉様 小　笹　佐智子（浜田市）
時のめぐみ 間　庭　喜美江（松江市）

○移 秋、深まりゆく 波多野　捷　二（益田市）
森の記憶Ⅲ 影　山　正　人（出雲市）
日本海の荒海 伊　藤　若　美（出雲市）
7月のモデル 池　尻　　　都（松江市）
ブナの根っこ 高　橋　　　要（松江市）
秋の詩	2019 多　納　千恵美（出雲市）
スイングⅠ 山　本　靜　代（安来市）
ドリーム 小笠原　　　稔（松江市）

○移 スペインの壺 安　田　千津子（益田市）
里山からの巣立ち 中　村　百合枝（安来市）
冬日和 中　井　敏　夫（松江市）
バレリーナ 永　原　陽　子（松江市）
けやきの森の泉 赤　木　和　子（安来市）
さくらの季節 小　海　志津子（松江市）
クリスマスマーケット 塩　川　はるみ（松江市）

○移 一服 藤　沢　好　子（浜田市）
○移 微笑み 徳　田　峯　子（浜田市）
○移 古里・大森銀山の夕暮 長　見　由紀子（浜田市）
○移 かぼちゃ 魚　田　明　美（浜田市）
ベニヤ工場 曽　田　　　稔（出雲市）
トランプで遊ぶ人たち 2 伊　藤　　　潤（松江市）
仰宇 神　門　和　久（奥出雲町）
里の秋 門　脇　　　豊（松江市）
祈り 横　山　恵　子（松江市）
大空に向かって 横　山　恵　子（松江市）
晩冬 平　井　伸　一（松江市）
渚	～NAGISA～ 白　根　　　健（安来市）
猫が夜明けを歩く頃 鷲　野　奈　緒（安来市）
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招　待
題　　　　名 氏　　名 備　　考

人形の室 阿　式　康　央（松江市）
象の親子 岩　田　　　悟（出雲市）
カサブランカ 大　国　豊　子（出雲市）
Noah 鹿　島　昭　一（松江市）

○移 小伊津 梶　谷　修　弘（出雲市）
水槽のある室内 片　岡　春　江（浜田市）

○移 ボクサー 金　築　秀　俊（出雲市）
○移 氷れる音楽（薬師寺東塔） 金　本　裕　行（益田市）
○移 DANCING 北　本　雅　己（出雲市）
寺門 相　良　勝　喜（江津市）
5：00PMのサイレン 佐　田　尚　穂（益田市）
神楽日輪 塩　野　　　毅（雲南市）
千夏さん 新　宅　　　梢（浜田市）

○移 ワタシトワタシタチ 杉　谷　俊　一（松江市）
無花果 園　山　裕　子（出雲市）
家族 高　橋　健　一（松江市）
冬の収穫 高　橋　　　保（出雲市）

○移 グラバー邸 武　上　秋　津（安来市）
○移 幸せ家族 田　中　敬　二（大田市）
IZUMO	no	HIBIKI 田　辺　二　枝（松江市）
風景 常　松　育　夫（大田市）
白い風景 鶴　原　　　勲（出雲市）

○移 流転 鳥屋尾　　　敬（出雲市）
メロディ 豊　島　美智恵（松江市）

○移 ガラスの刻 永　尾　和　子（浜田市）
ノラ 中　島　啓　子（松江市）
おいとま 仲　西　嗣　雄（安来市）
人 原　　　昌　之（出雲市）
チップ 藤　原　房　子（松江市）
自然観察 二　岡　みえこ（安来市）
生命 堀　江　睦　子（奥出雲町）
風の行方－2019－ 前　島　由紀子（松江市）
スペインの路地裏 松　浦　悦　子（出雲市）
My	Dream 松　村　　　豊（松江市）
薫風 松　本　道　博（松江市）
出たり入ったりする色と形の遊び 三　島　耕　二（松江市）
砂の王国よりⅠ 目　次　隆　志（松江市）

○移 眠り 持　田　隆　志（出雲市）
太出雲 森　田　　　廣（安来市）
カミアリツキノヨル 森　山　　　恭（出雲市）

○移 風のかたち19- 2 山　岡　晴　夫（出雲市）
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題　　　　名 氏　　名 備　　考
わたしはわたし 山　﨑　一　枝（安来市）
室内 山　崎　道　弘（安来市）
秋の風 山　田　悠紀子（松江市）
棲み処－50年小史 山　本　昌　子（松江市）
若い女 吉　野　康　子（松江市）
想華 米　原　夕美子（松江市）
海辺 若　林　俊　樹（松江市）

○移 創造主 和　崎　正　美（益田市）


