
会　　期  ２０１８年１１月２日(金）～１１月４日(日）

　　　　　　(９時から１７時　最終日は１６時まで)

表 彰 式　１1月４日(日）１５時から (於) 写真展会場

会　　場  東海村総合体育館文化祭会場

写真部門公開審査について　　　

特別企画「菰野町＆東海村　文化交流写真展」について

　２０１８東海村文化祭写真部門の公開審査が１０月１４日（日）
東海文化センターにおいて実施され、 審査員　篠塚　ミノル先生の厳
正なる審査によって、入賞、入選作品が選出されました。

　今年の応募者数は４９人、応募点数６４点となりました。
それぞれ個性豊な作品が多く、審査は難航しました。

特別企画「スポーツ写真展」について
　東海村写真連盟では、東海村文化・スポーツ振興財団が9月に東海ステー
ションギャラリーで開催した、企画展「スポーツ写真展～東海村の熱戦～」の
写真撮影に協力しました。今回は、スペースの都合上、額装した写真を展示
することが叶いませんでしたので、アルバムに収めて皆様に鑑賞して頂くこと
としました。

東海村写真連盟について

　三重県菰野町（こものちょう）と東海村は、2012年1月に『災害時に
おける相互応援協定』を締結しています。
「2014東海村芸術祭」の開催期間中に、菰野町の関係者5名（教育委員
会:1名、スポーツ・文化振興会:1名、芸術文化協会写真部会:3名）が
来村し、東海村文化協会関係者との交流会を開催しました。
　菰野町関係者の来村を契機に、この度の『文化交流写真展』を開催
する運びとなり、昨年度に引き続き５回目の実施となりました。

後　援　　東海村文化協会

東海村写真連盟理事長　渡邊 二男
　写真連盟に入会ご希望の方は下記まで連絡ください

東海村写真連盟事務局　萩野谷 泰伸
Tel 090-1844-4825

２０１8年１１月 吉日

主　催　　東海村文化祭実行委員会
共　催　　東海村・東海村教育委員会

問合せ先　東海文化センター
 　　　 Tel ：029-282-8511

　東海村文化協会ホームページでも、写真連盟や文化祭について、
ご紹介しております。(http://www.bunka-tokai.org/)

　東海村写真連盟には、5団体56名が在籍し、芸術祭、文化祭（公募写真
展）、撮影会（年２回）と撮影作品学習会及び作品展、写真教室など年間計
画に従い、会員相互の親睦と技術の向上を図っております。



表　彰 画　　題 撮　影　地 氏　　名 住　　所 表　彰 画　　題 撮　影　地 氏　　名 住　所

村  長  賞 ナイスバッティング？ 常陸太田市 萩　庭　　　隆 常陸太田市 入　選 朝の見回り
田子倉湖
（福島県只見町）

渡　邉　道　男 東海村

村議会議長賞 神主の休日 花園神社（北茨城市） 渡　邊　二　男 東海村 入　選 星降る磯 大洗町 大　森　　　稔 東海村

教育長 賞 黄金の贈物 東海村 成　田　富　夫 東海村 入　選 良い子はどっち 東海村 沼　口　加代子 東海村

奨  励  賞 出番前の小役者 常陸大宮市 河  野  　　弘 東海村 入　選 朝霧の渚 日立市久慈町 高　杉　則　子 東海村

奨　励　賞 道筋を探る
牛首川氷壁
（長野県南牧村）

萩野谷　泰　伸 東海村 入　選 去りし日々・感謝 常陸太田市 茂　又　逑　史 東海村

奨　励　賞 自然に生きる 那珂市 星　　　　　豊 東海村 入　選 江戸・金魚の涼 中央区日本橋 酒　井　政　利 東海村

奨　励　賞 森の鼓動 花園神社（北茨城市） 渡　邊　よしえ 東海村 入　選 指定席 東海村 笠　原　武　士 東海村

奨　励　賞 シャドー 水戸芸術館 黒　澤　芳　枝 東海村 入　選 月島ロード 月島（東京都） 池　田　洋　三 東海村

佳　作  幻想・・・墨絵の世界へ いもり池（妙高市） 古　川　千枝子 東海村 入　選 光に映えて 喜多方市 大　堀　利　之 東海村

佳　作 天空の楽園 スイス 岩　谷　キ　イ 東海村 入　選 癒やしの清流 里美地内（常陸太田市） 沢　畑　秀　一 東海村

佳　作 時のグラデーション 江川海岸（木更津市） 高　槌　　　聡 東海村 入　選 客待ち 飛騨高山市 大　村　英　昭 ひたちなか市

佳　作 先生と一緒 潮来市 大　内　松　男 東海村 入　選 月待の滝伝説 久慈郡大子町 字　原　茂　男 東海村

入　選 主役、頑張れ 石岡市 加　藤　　　勉 ひたちなか市

前年度村長賞
招待作品

束の間 茅野市 薄　井　　　實 東海村 入　選 東海花火 東海村白方 川　崎　　　涼 東海村

審 査 員
賛助出品

夕景 ひたちなか市那珂湊 篠　塚　ミノル 入　選 夏の終わりに・・・ 下田港（下田市 ） 伊　藤　利　久 東海村

入　選 錦秋の流れ 四時川（いわき市） 佐　藤　次　男 ひたちなか市

入選作品 （受付順） 入　選 シルエット 船場稲荷神社（東海村） 広　瀬　多美子 東海村

入　選 煌めく桜 大子町 齋　藤　美智子 大子町 入　選 ふれあいのジャンプ 水戸市 須　藤　松　江 東海村

入　選 それぞれの時間 バンクーバー（カナダ） 武　藤　七　衛 那珂市 入　選 桜の国へ 成田市（千葉県） 清　水　行　雄 東海村

入　選 夏の終わり 海浜公園（ひたちなか市） 中井川　　　栄 ひたちなか市 入　選 クマタカの一睨み 横川（高萩市） 富　満　　　廣 東海村

入　選 七色の輝き 宮の池（那珂市） 川　口　克　雄 東海村 入　選 夢、宇宙空間 東京都 五十嵐　武　雄 東海村

入　選 美味しそうだな！！ 大子町 会　沢　かほる 東海村 入　選 山間 大志集落（福島県金山） 会　沢　勝　男 常陸太田市

入　選 青春18切符で 糸魚川市 田　中　克　朋 東海村 入　選 かんばが歌う 栂池（小谷村） 金　澤　博　征 常陸太田市

入　選 田園地帯を駆ける 八木岡（真岡市） 岡　部　悦　夫 東海村 入　選 元日の祭り 高萩市 大　沼　正　昭 東海村

入　選 秋色
芳沢不動滝（山形県）
元滝伏流水（秋田県）

河  野  惠  一 東海村 入　選 夏の名残 自宅（東海村） 細　谷　忠　義 東海村

入　選 雪上を駆ける 十勝牧場（北海道） 荒　木　国　広 東海村 入　選 氷アート 北茨城市 細　谷　たけ子 東海村

入　選 二人の世界
塩原温泉大沼
（那須塩原市）

三　代　安　男 日立市 入　選 遠い道のり
観音沼森林公園
（福島県南会津郡下郷）

髙　野　千夏子 東海村


