
（五十音順）

回 (年度) 氏　　　　名 部　　　門

　　池本　利美 文芸

　　大久保　弘 文芸

　　尾崎　悌之助 洋画

　　西川　妙子 音楽

　　平林　一義 華道

　　観世流鳥取河村青嵐会
　(受賞時会長 藤間忠顕)

能

　　下田　一清 文芸

　　都宮　彬聖 書道

　　森原　紀美子 音楽

　　浅沼　喜実 文化運動

　　鳥取演劇集団
　(受賞時代表者 砂川哲夫)

演劇

　　松本　穣葉子 文芸

　　山本　嘉将 文芸

　　山本　惠三 洋画

　　荻原　深雪 書道

　　榊　　兵治 音楽

　　田賀　久治 写真

　　田中　大治郎 文芸

　　高田　一大 文芸

　　林　　益堂 日本画

　　稲村　謙一 文芸

　　西垣　栄子 箏曲

　　本間　精一 建築

　　伊谷　ます子 文芸

　　上田　泰江 工芸（染色）

　　児嶋　恒吉 文化運動

　　鳥取市民合唱団
　(受賞時団長 上田弘美)

音楽

　　山本　兼文 彫刻

　　岡垣　竹樹 音楽

　　田中　正之 水彩画

　　椋　　砂東 文芸

第 １ 回

第 ７ 回 (昭和57年度) 1982

第 ８ 回 (昭和58年度) 1983

第 ５ 回 (昭和55年度) 1980

第 ６ 回 (昭和56年度) 1981

鳥 取 市 文 化 賞 歴 代 受 賞 者 名 簿

第 ３ 回 (昭和53年度) 1978

第 ４ 回 (昭和54年度) 1979

(昭和51年度) 1976

第 ２ 回 (昭和52年度) 1977



（五十音順）

回 (年度) 氏　　　　名 部　　　門

鳥 取 市 文 化 賞 歴 代 受 賞 者 名 簿

　　井上　嘉明 文芸

　　亀田　正一 洋画

　　平野　弘子 音楽

　　須崎　俊雄 文芸

　　山根　幸恵 郷土史

　　小幡　義之 音楽

　　西垣　風江 日本画

　　岸本　好普 文芸

　　鈴木　惠一 音楽

　　田中　貢 郷土史

　　池本　恵鳥 彫刻

　　古田　恵紹 方言

　　岩本　武文 文芸

　　柴山　抱海 書道

　　八田　正夫 洋画

　　谷口　俊 彫刻

　　松尾　茂 郷土史

　　松田　重雄 文化財保護

　　角秋　勝治 評論活動

　　篠村　昭二 教育史

　　森　　納 民俗学

　　山下　碩夫 陶芸

　　安東　尚文 洋画

　　仲市　實 文化活動

　　池澤　正子 バレエ

　　岡垣　幸得 工芸（七宝）

第２０回 (平成 7年度) 1995 　　ニシオ　トミジ 洋画

　　有田　みち子 文化活動

　　岸本　潤 文芸・文化

第１９回 (平成 6年度) 1994

第２１回 (平成 8年度) 1996

第１７回 (平成 4年度) 1992

第１８回 (平成 5年度) 1993

第１５回 (平成 2年度) 1990

第１６回 (平成 3年度) 1991

第１３回 (昭和63年度) 1988

第１４回 (平成 元年度) 1989

第１１回 (昭和61年度) 1986

第１２回 (昭和62年度) 1987

第 ９ 回 (昭和59年度) 1984

第１０回 (昭和60年度) 1985



（五十音順）

回 (年度) 氏　　　　名 部　　　門

鳥 取 市 文 化 賞 歴 代 受 賞 者 名 簿

　　沖　　正 写真

　　清末　忠人 植物学

　　小寺　雄造 文芸

　　鳥取女声合唱団
　(受賞時団長 村田真弓)

音楽

　　山中　孤舟 書道

　　池本　喜巳 写真

　　前田　昭博 陶芸

　　伊藤　正雄 洋画

　　伊良子　正 文芸

　　鷲見　貞雄 文芸

　　小橋　磐雄 工芸

　　小林　由多香 文芸

　　新倉　健 音楽

　　石田　雲鶴 書道

　　坂尾　哲夫 洋画

　　新　　光江 文芸

　　安陪　壽恵 工芸（染織）

　　太田　瑛子 華道

　　土井　淑平 文化活動

　　上田　敏和 洋画

　　鹿野町民音楽祭実行
　　委員会

文化活動

　　竹内　道夫 文芸

　　フナイ　タケヒコ 洋画

　　池澤　眞一 文芸

　　大寺　龍雄 文芸

　　菊池　ひみこ 音楽

　　梅津　洋子 民踊

　　田中　宏 能（謡曲）

　　中林　保 郷土史

第２６回 （平成13年度） 2001

第２７回 （平成14年度） 2002

第３０回 （平成17年度） 2005

第２８回 （平成15年度） 2003

第２２回 (平成 9年度) 1997

第２９回 （平成16年度） 2004

第２３回 （平成10年度） 1998

第２４回 （平成11年度） 1999

第２５回 （平成12年度） 2000

第３１回 （平成18年度） 2006



（五十音順）

回 (年度) 氏　　　　名 部　　　門

鳥 取 市 文 化 賞 歴 代 受 賞 者 名 簿

石谷　孝二 彫刻

岸本　章 日本画

稲垣  晴雲 書道

中島  諒人 演劇

寺島　節朗 日本画

徳持　耕一郎 造形美術

福田　典高 文化活動

　　北尾　 勲 文芸

　　佐藤　翔風 詩吟

　　中村　忠文 郷土史

　　中尾　廣太郎 洋画

　　西岡　千秋 音楽

　　細谷　賢明 自然科学

　　尾﨑　寛子 文芸

　　田中　ひとえ 洋画

　　村上　千砂 書道

    谷口　ジロー 漫画
（特別功績賞）

     森　 規子 工芸(七宝)

     橋谷田　岩男 漆芸

     坂本　章 陶芸

     佐藤　真菜 洋画

     手皮　小四郎 文芸

     橋詰　峯子 工芸(七宝)

　　 中山　勘治 工芸

　　 山根　文子 洋画

　　 小山　富見男 地域史

     佐分利　育代 舞踊

     森田　しのぶ 洋画

     山下　健 工芸（染織）

（平成19年度） 2007

第３４回 （平成21年度） 2009

第３３回 （平成20年度） 2008

第３２回

第３５回 　 (平成22年度)  2010

第３８回  (平成25年度)  2013

第３７回 　 (平成24年度)  2012

第３９回  (平成26年度)  2014

第４０回  (平成27年度)  2015

第３６回 　 (平成23年度)  2011

第４２回 （平成29年度）2017

第４１回  (平成28年度)  2016



（五十音順）

回 (年度) 氏　　　　名 部　　　門

鳥 取 市 文 化 賞 歴 代 受 賞 者 名 簿

　　小林　龍雄 民話

　　菊弘瀬　恭子 音楽

　　松本　李南 書道

　　白岩　敏秀 俳句

　　西尾　正道 工芸

　　細川　佳成 洋画

　　白岡　彪 デザイン

　　清水　増夫 文化活動

　　山下　清志 陶芸

鳥取市少年少女合唱団
（受賞時団長 懸樋真由美）

音楽

　　石山　ヨシエ 俳句

　　高橋　俊子 日本画

　　クラウザー章悠 書道
（特別功績賞）

第４６回 （令和３年度）2021

第４５回 （令和２年度）2020

第４４回 （令和元年度）2019

第４３回 （平成30年度）2018


