
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

日 時：11 月 2 日(水)～7 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 2日(水) 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 小松﨑 恭子 氏（山形交響楽団 フルート奏者） 

   田中 知子 氏（山形交響楽団 ヴィオラ奏者） 

 
 

 

  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♪ 

♪ ヴィオラとフルートによる二重奏をお楽しみください。 



 

  

～彫刻（全 6点）～ 
 

入選 本木 菜津実／鮭川村 

委嘱 樋口 勝也／金山町 

 

～工芸（全 6点）～ 
 

～こども県展（400点以上）～ 
 

奨励賞 今田 櫂都（なかよし保育園年少） 

奨励賞 柴﨑 咲幸花 （最上町立向町小学校３年） 

奨励賞 秋本 彩依（戸沢村立戸沢学園初等部５年） 

入選 伊藤 凜音（新庄保育園年少） 

入選 斎藤 あかり（新庄保育園年少） 

入選 佐藤 瑚桜（新庄保育園年少 

入選 森山 由都（新庄保育園年少 

入選 鮭延 伽遊（釜渕保育所年少） 

入選 藤田 悠平（舟形ほほえみ保育園年少） 

入選 沼澤 星凪（舟形ほほえみ保育園年少） 

入選 河合 優那（舟形ほほえみ保育園年少） 

入選 伊藤 茉里（なかよし保育園年少） 

入選 佐藤 風花（釜渕保育所年中） 

入選 大海 咲々華（新庄幼稚園認定こども園年中） 

入選 齋藤 拓真（釜渕保育所年中） 

入選 佐藤 蓮奈（釜渕保育所年中） 

入選 伊藤 光政（なかよし保育園年中） 

入選 高橋 春道（なかよし保育園年中） 

入選 姉崎 優莉（たんぽぽこども園年中） 

 

～日本画（全 37 点）～ 
 

山形新聞賞 植松 敦子／舟形町 

入選 福士 ちのり／新庄市 

入選 安達 明子／新庄市 

入選 佐藤 周一／新庄市 

入選 山科 美恵子／新庄市 

入選 近藤 啓／新庄市 

入選 佐藤 征彦／新庄市 

入選 髙橋 ミツ子／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）～ 
 

奨励賞 本木 京一／鮭川村 

入選 菊地 いせ子／新庄市 

入選  堤  光一／新庄市 

入選 大場 百華／新庄市 

入選 大沼 秀夫／新庄市 

入選  土田 多美子／新庄市 

入選 佐藤 治子／新庄市 

入選 星川 學／新庄市 

入選 津藤 優茉／新庄市 

入選 佐藤 茉穂／最上町 

入選 門間 望美／最上町 

入選 渡邉 佑月／最上町 

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 

●日時：11月 2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 

～ヴィオラ＆フルートによる二重奏をお楽しみください～ 

入選 木村 海唯（新庄保育園年中） 

入選 庄司 依茉（舟形ほほえみ保育園年長） 

入選 森 羚和（舟形ほほえみ保育園年長） 

入選 仲野 杏佳（舟形ほほえみ保育園年長） 

入選 奥山 心結（たんぽぽこども園年長） 

入選 加納 由麻（たんぽぽこども園年長） 

入選 丹尾 颯汰（なかよし保育園年長） 

入選 松田 希乃香（なかよし保育園年長） 

入選 郷野目 雨璃（新庄保育園年長） 

入選 小松 琴葉（安楽城保育所年長） 

入選 天口 美琴（新庄市立明倫学園２年） 

入選 柳田 莉玖（最上町立向町小学校３年） 

入選 斉藤 福丸（新庄市立明倫学園４年） 

入選 五十嵐 花（新庄市立明倫学園４年） 

入選 大川 陽詩（戸沢村立戸沢学園初等部５年） 

入選 松井 結衣佳（最上町立向町小学校６年） 

入選 髙橋 都寿佳（鮭川村立鮭川中学校２年） 

入選 横山 加奈（戸沢村立戸沢学園中等部３年） 

入選 青柳 澪（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 

 

ヴィオラ 田中知子（たなかともこ） 
宮城県第二女子高等学校卒業。高校 2 年生の時、仙台ジュニ

アオーケストラ入団と同時にヴィオラを始める。 

武蔵野音楽大学卒業。 

ヴィオラを故ウルリッヒ・コッホ、磯良男、梅田昌子の各氏

に師事。 

2000 年山形交響楽団入団。2003 年、単身ウィーンへ行き、ジ

ークフリート・フューリンガー氏に師事し、その後も度々渡

欧し、トビアス・リー氏にも師事した。 

2014 年、アフィニス音楽祭参加。山形交響楽団の活動の傍ら、

室内楽の活動にも力を入れている。 

 

フルート 小松﨑恭子（こまつざききょうこ） 
東京都出身。4 歳よりピアノを、12 歳よりフルートを始める。 

桐朋学園大学音楽学部卒業。桐朋オーケストラ・アカデミー

研修課程修了。 

これまでにフルートを大見幸司、峰岸壮一、高野成之の各氏

に師事。 

日本フルート協会主催「第 33回フルート・デビューリサイタ

ル」に出演。 

2008 年、2009 年、ピアノとのデュオリサイタルを開催。 

2013 年より山形交響楽団フルート・ピッコロ奏者。 

オーケストラにとどまらず、ソロや室内楽など演奏活動は多

岐にわたる。 

山形県立山形北高等学校音楽科非常勤講師、山形大学地域教

育文化学部客員准教授。 
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