
No.1 髙山 勉
「願」

美術館・図書館長賞

No.2 海藤 よし子
「働いた手」

オーディエンス賞

No.３ 太田 年朗
「息吹を今に伝える！」

ＫＩＫＩ賞

No.４ 太田 年朗
「一族旗挙げの郷を旅する！」

No.５ 野本 光男
「止まれ！！止まる」

No.6 佐藤 亮太
「かかしの手」

No.7 須藤 恒義
「登山開始」

No.8 須藤 恒義
「無事下山」

No.11 小林 友美
「繭から花へ １」

No.13 吉田 勉
「花摘み」

No.12 小林 友美
「繭から花へ 2」

No.9 河内 貴行
「輝く太田のVISAGE(笑顔)」

No.10 石原 博
「将来は和製ナルシソ・イエペス」

オーディエンス賞

No.14 吉田 勉
「震える手」

No.15 酒井 次子
「愛おしい孫 １」

No.16 酒井 次子
「愛おしい孫 ２」



No.17 酒井 次子
「愛おしい孫 ３」

No.18 髙野 英明
「若者たち」 No.19 髙野 英明

「手踊り」

No.20 髙野 英明
「ケガ？ヤバ！」

No.21 戸塚 信行
「サイクリング」

No.24 島田 喜美子
「４つの手」

No.22 戸塚 信行
「家族写真(手)」

No.23 戸塚 信行
「家族写真(足)」

No.27 島田 喜久夫
「二人の手 Ⅰ」

No.28 島田 喜久夫
「自分の手 Ⅱ」

No.30 石川 勝久
「スタイル」

No.31 石川 勝久
「意気投合」

No.32 石川 勝久
「行進」

No.26 島田 喜美子
「３つの手」

No.26 島田 喜美子
「２つの手」

No.29 島田 喜久夫
「自分の手 Ⅲ」



No.33 堤 晴彦
「祭りの主役」

No.34 堤 晴彦
「神輿かつぎ手」

No.35 村井 美恵子
「いつまでも元気でね。」

No.37 川口 五郎
「晴れ舞台」

No.40 小林 好子
「橋わたし」

No.38 川口 五郎
「祭の華、出番待ち」

No.39 川口 五郎
「巧の囃し」

No.36 村井 美恵子
「100歳おめでとう！！」

No.43 栁澤 希望
「５月のさんぽ」

No.46 松本 可那子
「誕生から５日目」

No.47 大西 寛
「見守る」

No.48 高木 竹夫
「三輪車」

No.41 小林 好子
「力走」 No.42 小林 好子

「タッチ」

No.45 栁澤 希望
「おでかけ」

No.44 栁澤 希望
「柿の実」



No.51 矢野 文夫
「彰」

No.54 藤村 香代子
「散歩」

No.52 矢野 文夫
「式典」

No.49 高木 竹夫
「運転」

No.50 高木 竹夫
「足」

No.53 矢野 文夫
「花一輪」

No.55 藤村 香代子
「ボール遊び」

No.54 藤村 香代子
「お昼寝」

No.59 篠田 全司
「水遊び」

No.62 巻島 芳明
「阿波のステップ」

No.63 鈴木 栄
「書家」

No.64 鈴木 栄
「墨付け神事」

No.57 篠田 全司
「シャボン玉」

市長賞

No.58 篠田 全司
「ひだまり」

No.61 巻島 芳明
「ハ～イ！！」

美術館・図書館長賞

No.60 巻島 芳明
「失敗」



No.67 遠藤 勝也
「寅さんマジック」

No.70 藤野 茂
「おはやし響く」

No.68 遠藤 勝也
「ビンゴゲーム」

No.65 鈴木 栄
「焼きそばの町 太田」

No.66 遠藤 勝也
「おどり」

No.69 藤野 茂
「若武者参上」

No.71 藤野 茂
「どろんこラガーマン」

No.72 鈴木 純一
「そうじ小僧と一緒」

No.75 上原 晴菜
「ＯＺクライマーの手足」

No.78 鈴木 恵司
「Now or Never！！(今しかない！！)」

No.79 鈴木 恵司
「Favorite(お気に入り)」

No.80 上原 晴夫
「パーミング」

No.73 鈴木 純一
「ジャンケンポン」

No.74 上原 晴菜
「メンテナンス中」

No.77 鈴木 恵司
「Next  up！！(次へ！！)」

No.76 上原 晴菜
「これから」



No.83 田口 ひとみ
「JOYS 一日のはじまり」

No.86 三田 清美
「クールダウン」

No.84 田口 ひとみ
「JOYS 私を支えるもの」

No.82 上原 晴夫
「WORK(作業)」

No.81 上原 晴夫
「一発！！」

No.85 田口 ひとみ
「JOYS 一日のおわりに」

No.87 三田 直孝
「休憩なう」

No.88 佐藤 智美
「ありがとう」

No.91 小堀 真央
「ありがとう」

No.94 川本 まり子
「めぐる」

No.95 川本 まり子
「いただきまーす」

No.96 星野 昭子
「園長先生に勝った！！」

オーディエンス賞

No.89 佐藤 智美
「太田の珍しい雪にペタリ」

No.90 小堀 真央
「ありがとう」

No.93 川本 まり子
「いちばんうれしい瞬間(とき)」

No.92 小堀 真央
ありがとう

No.97 小林 朋美
「初めての運動会」

No.98 小林 朋美
「絆」

No.99 仲川 由比
まだ気づかれていない

No.100 仲川 由比
「だいぶのびた。」



No.102 小川 恵美子
「みんな大好き‘’なつかしや‘’
『さきちゃん がんばれ』」

No.101 仲川 由比
「鯉よ来い。」

No.103 小川 恵美子
「みんな大好き‘’なつかしや‘’
『さきちゃん がんばれ』」

No.104 小川 恵美子
「みんな大好き‘’なつかしや‘’

『かずさん』」

No.107 髙橋 裕子
「じいじの手。大きいな。」

No.110 髙田 令子
「ころん、ぎゅっ」

No.111 髙田 令子
「スヤスヤ」

No.112 髙田 令子
「あっ！でんしゃだ！」

No.105 菅野 竜也
「運動会に向けて練習中」

No.106 菅野 竜也
「つかまえた」

No.109 澁澤 飛鳥
おおきくなあれ！！

オーディエンス賞No.108 星野 昭子
「できるようになったよ！」

No.115 鹿山 くみ子
「手づくりの笑顔」

No.114 塚越 恵子
「成長しました！」

No.113 塚越 恵子
「くつろぎのひととき」

No.116 鹿山 くみ子
「はい！どうぞ」

No.118 中島 沙織
「オニヤンマつかまえた！」

No.117 鹿山 くみ子
「おてて で あーん」

No.119 中島 沙織
「栗の渋皮煮教室」

KIKI賞

No.120 中島 沙織
「アーティストの魔法の手」


