
日 時：11 月 3 日(水・祝)～8 日(月) 
９時～１７時（最終日は１２時まで） 

会 場：新庄市民プラザ 大ホール・ギャラリー・市民ホール・市民ロビー 

入場料：２００円（高校生以下無料） 

主催：県美展新庄巡回展実行委員会（新庄市教育委員会、美術団体、ＮＰＯ法人芸術文化振興市民ネット新庄） 

山形県美術連盟・山形新聞・山形放送 

日 時 11 月 3 日(水・祝) 13：30～14：15 ※終了予定 

場 所 新庄市民プラザ３階 小ホール 

演 奏 駒込  稜 氏（バイオリン奏者） 

 山科 由樹 氏（ピアノ奏者） 
 

 

  ご入場の際は、県美展のパンフレット(200 円)をお持ちください。 

♪オープニング ミニコンサート♪ 

 

♪ バイオリン＆ピアノ二重奏をお楽しみください。 

●新型コロナウイルス感染予防対策を万全に行い開催します。ご入場の際はマスクの着用をお願いします。 

綾



 

  

～彫刻（全 6点）～ 
入選 沼澤 徳治／新庄市 

委嘱 樋口 勝也／金山町 

 

～工芸（全 7点）～ 
入選 福士ちのり／新庄市 

 

～こども県展（400点以上）～ 
奨励賞 小屋 真緒（鮭川村立鮭川中学校 3 年） 

入選 小野 朱音（安楽城保育所年少） 

入選 佐藤 蓮奈（釜淵保育所年少） 

入選 佐藤 真（釜淵保育所年少） 

入選 郡山 七海（新庄幼稚園年中） 

入選 伊東 優真（新庄幼稚園年中） 

入選 広野 夏輝（新庄保育園年中） 

入選 海藤 捺陽（舟形ほほえみ保育園年中） 

入選 佐藤 柚羽（たんぽぽこども園年中） 

入選 新田 琥生（たんぽぽこども園年中） 

入選 堀米 苺椛（新庄保育園年少） 
入選 井上道向愛（安楽城保育所年中） 

入選 小松 琴葉（安楽城保育所年中) 

入選 佐藤 優羽（安楽城保育所年中） 

入選 佐藤 瑠奈（釜淵保育所年中） 

入選 栗田 華帆（釜淵保育所年中） 

入選 矢野 柚稀（舟形ほほえみ保育園年長） 

入選 佐藤 葉月（舟形ほほえみ保育園年長） 

入選 柿崎 悠歩（舟形ほほえみ保育園年長） 

入選 井上 隼介（舟形ほほえみ保育園年長） 

入選 天野 瑞基（たんぽぽこども園年長） 

 

～日本画（全 36 点）～ 
入選 福士 ちのり／新庄市 
入選 佐藤 周一／新庄市 

入選 佐藤 征彦／新庄市 

入選 安達 明子／新庄市 

入選 近藤 啓／新庄市 

入選 山科美恵子／新庄市 

入選 髙橋ミツ子／舟形町 

入選 植松 敦子／舟形町 

無鑑査 加藤 美和／新庄市 

無鑑査 黒坂 敏生／鮭川村 

 

～洋画（全 78点）～ 
入選 長南 朱那／新庄市 

入選 伊藤 美月／新庄市 

入選 堤 光一／新庄市 
入選 佐藤 梨央／新庄市 

入選 鈴木 浩三／新庄市 

入選 菊地いせ子／新庄市 

入選 大沼 秀夫／新庄市 

入選 佐藤 治子／新庄市 

入選 土田 多美子／新庄市 

入選 星川 學／新庄市 

入選 舟木ユリ子／新庄市 

入選 世六 涼葉／金山町 

入選 加藤 愛理／舟形町 

入選 佐藤 榮子／真室川町 

委嘱 安孫子 昭／新庄市 

委嘱 加藤 良哉／新庄市 

《最上郡内出品者》 

☆県内トップクラスの洋画・日本画・彫刻・工芸各部門の 

入賞者や最上郡内の方の作品を 127点、こどもの絵画を 400 点以上展示します。 

オープニング ミニコンサート 

駒込 綾（バイオリン）  
山形大学教育学部 総合教育課程 音楽文化コース卒業。 

2002 年 4 月から 2011 年 4月まで、山形弦楽四重奏団の

メンバーとして研鑽を積む。2015 年、2017 年、山形市

文翔館議場ホールにてソロリサイタルを開催。2019 年

10 月オリジナル CD『しあわせのカタチ』リリース。こ

れまでにバイオリンを北嶋智仁、宮林陽子、河野芳春、

川瀬麻由美、犬伏亜里、山本友重、小池まどかの各氏に

師事。現在、フリー奏者として東北各地を中心に活動を

している。クラシックをはじめ、ジャズやポップスのス

テージなど、その活動内容は多岐にわたる。さらには、

オーケストラの弦楽器トレーナーとして、後進の指導に

力を注いでいる。『Bouquet de Bijoux』『美寿&綾』『杜

の室内楽』『いち、に、の三重奏』『トリコ・デ・ムジー

ク』メンバー。山形北高等学校音楽科非常勤講師。山形

市にて《フェルマータヴァイオリン教室》を主宰。 

●日時：11月 3日(水) 開場 13時 ／ 開演 13時30分 （終了予定 14時 15分） 

●場所：新庄市民プラザ３階 小ホール 

～バイオリン＆ピアノ二重奏をお楽しみください～ 

山科 由樹（ピアノ） 

山形県立山形北高等学校音楽科、上野学園大学音楽学部

音楽学科器楽コースピアノ専門卒業。 

大学在学中、選抜され学内演奏会・卒業演奏会にソロで

出演。第 19 回山形県出身者新人演奏会出演の他、伴奏・

アンサンブルを中心に活動。 

これまでにピアノを藤川 陽子、郷津由紀子、佐々木祐

子、菅原美穂の各氏に師事。 

現在、あこや町やましな音楽教室主宰、山形カルチャー

センター講師、トリオアンサンブル「Twinkle」メンバ

ー、山形オペラ協会会員。 

 

入選 保科 百花（たんぽぽこども園年長） 

入選 櫻本 詩（たんぽぽこども園年長） 

入選 加納 知奈（たんぽぽこども園年長） 

入選 佐藤由紀乃（安楽城保育所年長） 

入選 栗田 泰成（釜淵保育所年長） 

入選 巻 侑聖（新庄市立明倫学園 3 年） 

入選 小沼 ゆめ（新庄市立明倫学園 3 年） 

入選 渡邉 太惺（新庄市立明倫学園 3 年） 

入選 荒木 秋璃（鮭川村立鮭川小学校 2 年） 

入選 佐藤 柚月（鮭川村立鮭川小学校 2 年） 

入選 海藤 咲綺（新庄市立八向中学校 2 年） 

入選 早坂 端樹（戸沢村立戸沢学園中等部 3 年） 

お問い合わせ 

新庄市民プラザ 0233-22-4200 


