
■第106回展　
関西地区受賞者・推挙者
■絵画部　
東京都知事賞／谷口貞久
特選／藤原弘美、須佐美惠子、島村薫
会員賞／小出和枝
会員推挙／筒井通子
会友推挙／志波宏子、森山麗子

■彫刻部　
会員推挙／吉田朋世

■デザイン部　
Ａ部門（自由テーマ・ポスター）
　特選賞／赤塚幾久子、早川博唯
　奨励賞／井上弘子、山上亜土奈
Ｃ部門（自由テーマ・イラスト）
　イラスト大賞／桑野哲夫
Ｄ部門（フリースタイル）
　特選賞／うえだひろこ
　奨励賞／花谷江津子、ヤマシタユウキ、石田貢、川田雅子
会員賞Ｂ部門／田野勝（環境大臣賞）
会員努力賞／澤田善弘、豊岡緑
会友賞Ｃ部門／清水知子
会員推挙／片尾照子、細松美佐子
会友推挙／石田貢、赤塚幾久子

■写真部　
写真弘社賞／高谷賢三
ピクトリコ賞／竹村洋
イーストウエスト賞／水谷正美
ダイコロ賞／赤松昌哉、
プロラボ ホワイトアース賞／中道望
カラーサイエンスラボ賞／谷村周慈
奨励賞／大橋寛治
会員賞／山岡成男
会員推挙／多田孝好、森田尚、夏目幹也、角田公利、高橋良彰
会友推挙／平松国秀、大橋寛治、竹田理絵、平松正大
　　　　　田中由美子、竹村洋、後藤治久、猪井憲二
　　　　　南畑依子、辻博明、山口順三、山本陽子

■絵画部ワンポイントアドバイス
二科展絵画部門に出品を希望される
方のために二科会会員の
審査員が作品についての
疑問にお応えし、
アドバイスします（要参加費）。
日時＝１１月１１日（金）
午後１時～

100点
15点
130点
140点

陳列点数（予定）

絵　　画 …………………………………………
彫　　刻 ……………………………………………
デザイン …………………………………………
写　　真 …………………………………………

●前売券取扱い

  チケットぴあ　 

  ローソンチケット　

  イープラス

尼崎市総合文化センター 総合受付

https://t.pia.jp
（Pコード　686-243）

https://l-tike.com
（Lコード　55679）

https://eplus.jp/
（パソコン・携帯）

    ※カッコ内は前売り及び20名以上の団体料金。
　    3歳未満無料。

● 入  場  料
1000円（800円）
  600円（500円）
  300円（200円）

……………………

………………………

………………………

■主　催
　公益社団法人二科会　
　産経新聞社
■共　催
　公益財団法人 尼崎市文化振興財団
■後　援
　大阪府　大阪府教育委員会　
　兵庫県　兵庫県教育委員会　
　夕刊フジ　
　サンケイスポーツ　
　関西テレビ放送　
　ラジオ大阪
■協　力
　サクラクレパス　ロジコア
■協　賛
　近鉄タクシー

尼崎市総合文化センター
（尼崎市昭和通 2-7-16）

※全国ポストカードデザイン大賞は本年度も
　webで開催します。
　募集告知は11月上旬を予定しております。

●第７1回こども二科展
　◆塾、小・中学校、個人の部
  １１月３日～１１月７日
  11月6日表彰式
　◆幼稚園の部
  11月9日～11月13日
  11月12日表彰式

■会場

会場入口は5階美術ホールとなります

■お問い合せ
　産経新聞社事業本部
　TEL.06-6633-9254
　（平日10：00～18：00）

一 　 般
大・高生
中・小・幼

絵画 「NOVA」 藤原 弘美 絵画 「STEPS-2」 須佐美 惠子

絵画 「flowerscape 2」 島村 薫 彫刻 「ラ・プリマヴェーラ」 吉田 朋世

彫刻 「耐」 本多 紀朗 デザイン 赤塚 幾久子 デザイン 早川 博唯 デザイン 桑野 哲夫 デザイン うえだ ひろこ

写真 「西日」 石川 照雄 写真 「水辺」 山岡 成男 写真 「TOWN」 川口 和子 写真 「街角」 竹村 洋

絵　　画
彫　　刻
デザイン
写　　真

令和4年
１1月3日（木・祝）
～１１月13日（日）

第71回こども二科展
全国Webポストカードデザイン大賞

1
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6

入館時間 10：00～16：30  
※１１月8日（火）休館

尼崎市総合文化センター
会場入口：5階美術ホール

絵画 「maniere gravure／版画の手法」
谷口 貞久

絵画 「海の夢Ⅲ」 筒井 通子

彫刻 「頓」 小田 信夫 彫刻 「Kanonー散華」 橋本 和明 デザイン 「ゼロカーボンアクション30・課題ポスター」
田野 勝

デザイン 「ゼロカーボンアクション30・課題ポスター」
　田 隆至

デザイン 「自由テーマ・イラスト」 
たかい よしかず

デザイン 「自由テーマ・イラスト」 松河 哲男

写真 「水ゆるむ」 山本 博之

写真 「砂丘夕照」 森井 禎照

写真 「消えた村」 野口 恭平

写真 「記憶2020.1.17」 照井 四郎

絵画 「花と椅子２」 志波 宏子

絵画 「空」 小出 和枝

絵画 「anima～いきとしいけるもの～ａ」
森山 麗子

わが国の洋画壇の隆盛を担い、この間、幾多の変遷を繰り返しながら
多くの巨匠を輩出し、後世に残る傑作を生んできたその歴史は、日本近
代絵画の歩みそのものといえます。現在では絵画、彫刻、デザイン、写真
の四部門を有し、その設立精神は脈 と々受け継がれています。

100 有余年の伝統、二科展
今回、尼崎会場にて開催！
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