
 

 

平成 30年 4月 27日 

 

 

「平成 30 年度みえ文化芸術祭 第 69回みえ県展」 

審査結果及び展示開催のご案内 

 

三重県では、県民の創作意欲を高めるとともに美術に対する理解を深め、美術水準の向上に寄与す

ることを目的として、毎年「みえ県展」を開催しています。 

今回は 16歳から 95歳までの幅広い年齢層から 786点の作品が出品され、4月 19日（木曜日）の公

開審査において入選・入賞作品が決定しました。 

入選・入賞作品の展示は、5月 19日（土曜日）から開催します。展示期間内に審査員などによるギ

ャラリートーク（作品鑑賞会）のほか、書のワークショップを行います。 

また、ご好評をいただいております、来場者の投票で選ぶ「あなたが選ぶ作品賞」を本年度も実施

し、来場者の方も展覧会にご参加いただける内容となっております。 

三重県内の力作がずらりと並ぶ「第 69回みえ県展」にどうぞお越しください。 

 

※なお、展覧会終了後、6月 16日（土曜日）からは熊野市で移動展を開催します。 

 

1 審査会及び審査結果 

（1）審査日  平成 30年 4月 19日（木曜日） 

（2）審査場所 三重県文化会館 第 1・2ギャラリー、レセプションルーム 

       （津市一身田上津部田 1234 三重県総合文化センター内） 

（3）審査員   別紙のとおり 

（4）審査結果 別紙のとおり（入選作品 481点、うち入賞作品 53点） 

（5）表彰式  平成 30年 5月 19日（土曜日） 午前 10時から 

三重県文化会館 レセプションルーム 

（津市一身田上津部田 1234 三重県総合文化センター内） 

 

2 展示概要 

(1)展示期間 平成 30年 5月 19日（土曜日）から平成 30年 6月 3日（日曜日）まで 

（月曜休館日を除く 14日間） 

 午前 9時 30分から午後 5時まで （最終日は午後 3時まで） 

＜5月 21日（月曜日）、5月 28日（月曜日）は休館＞ 

 ※入場はそれぞれの閉場時間の 30分前まで 

 

 

（2）展示場所 三重県文化会館 第 1・2ギャラリー、大会議室 

（津市一身田上津部田 1234 三重県総合文化センター内） 

 

（3）入 場 料 一般 200円 

20名以上の団体またはシアターメイツ会員の方は 50円割引 

（シアターメイツ会員の方は会員証の提示が必要です） 

 学生無料（学生証の提示が必要です） 

        5月 27日（日曜日）はみえ県民文化祭総合フェスティバルのため、入場無料 



 

 

（4）来場者投票（「あなたが選ぶ作品賞」について） 

        投票期間：5月 19日（土曜日）から 5月 26日（土曜日）まで 

        結果発表：5月 27日（日曜日） 

        賞状授与：6月 3日（日曜日）午後 1時から県展入場口前にて授与 

 

（5）主  催 みえ県展運営委員会、三重県、 

三重県文化会館[指定管理者：公益財団法人三重県文化振興事業団] 

 

（6）後  援 三重県教育委員会、三重県市長会、三重県町村会、公益財団法人岡田文化財団 

中日新聞社、株式会社百五銀行、JAバンク三重、中部電力株式会社 

 

3 ギャラリートーク（作品鑑賞会） 

   作品を鑑賞しながら、みえ県展の審査員などが来場者へ各作品の解説を行なったり、また質問等

にお答えするなど、より楽しんでいただけるように「ギャラリートーク」を開催いたします。申し

込みは不要で、みえ県展の入場料のみでどなたでもご参加いただけます。 

〔日 時〕 

  （1）工芸   5月 20日（日曜日） 午前 10時から午前 12時まで  講師：林  伸也  

(2) 書    5月 20日（日曜日） 午後 1時から午後 3時まで   講師：加藤 子華 

（3）洋画   5月 26日（土曜日） 午前 10時から午前 12時まで  講師：田端 優  

（4）写真   5月 26日（土曜日） 午後 1時から午後 3時まで   講師：織戸 千尋 

樋口  迪夫 

（5）日本画  5月 27日（日曜日） 午前 10時から午前 12時まで  講師：藤田 哲也  

（6）彫刻   5月 27日（日曜日） 午後 1時から午後 3時まで   講師：中村 としろう  

＊日本画部門のギャラリートーク講師はチラシ記載の水谷勝子氏から藤田哲也氏に変更となりました。 

 

4 ワークショップ（体験講座） 

   県展開催期間中にワークショップ（体験講座）が開かれます。 

事前予約不要、開催時間内であればお気軽にご参加いただけます。 

    

書  「刻字・落款印を彫ろう」 

日程  6月 2日（土曜日） 

時間  午前 10時から午後 4時まで 

会場  三重県文化会館 2階 中会議室（津市一身田上津部田 1234 三重県総合文化センター内） 

材料費 各 1,000円 

講師  中川京童 

協力  三重県書道連盟 

 

5 関連企画（移動展）    

・熊野移動展 

       会  期：平成 30年 6月 16日（土曜日）から 

平成 30年 6月 24日（日曜日）まで （月曜休館日を除く 8日間） 

開館時間：午前 9時から午後 5時まで  

会  場：熊野市文化交流センター(熊野市井戸町 643番地 2)  

入 場 料：無料 

展示作品：第 69 回みえ県展入賞作品及び出品申込書の住所が熊野市、尾鷲市、紀  

北町、御浜町、紀宝町、の入選作品 



 

 

6 その他 

 ・各部門入賞作品の写真データ（CD-R）をご用意しています。ご入用の場合は、三重県文化

会館担当者までお問い合わせください。  

 

 

（添付資料） 

・平成 30年度みえ文化芸術祭 第 69回みえ県展入賞者一覧 

・平成 30年度みえ文化芸術祭 第 69回みえ県展審査員一覧 

・出品・入選状況及び入選者最年長者・最年少者一覧 

・県展出品者・入選者数年度推移 

・各部門審査評 

・入賞作品写真 

・みえ県展招待券 

・PRチラシ 

 

「平成 30 年度みえ文化芸術祭 第 69 回 みえ県展」 

出品・入選状況 

部 門 出品数 入選数 

日本画 71 33 

洋 画 152 76 

彫 刻 15 12 

工 芸 70 45 

写 真 321 215 

書 157 100 

計 786 481 

※「第 68回みえ県展」以前の出品・入選状況については別紙をご参照ください。 

 

 
 
「平成 30 年度みえ文化芸術祭 第 69 回みえ県展」入選者 最年長者・最年少者 

 最年長者  

部 門 氏 名 年 齢 市町名 備 考 

日本画 森本 稔 85 松阪市  

洋 画 
阪口 矩一 

中川 博美 
84 

津市 

伊勢市 
 

彫 刻 安田 刻粋 74 東員町  

工 芸 加藤 幸男 88 桑名市 for your Dream賞 

写 真 藤原 雅 86 鈴鹿市  

書 保田 翠渓 95 鈴鹿市  



 

 

 

 最年少者  

部 門 氏 名 年 齢 市町名 備 考 

日本画 

藤村 明峰 

生川 真由 

脇 望愛 

灘 すみれ 

17 

菰野町 

四日市市 

津市 

松阪市 

 

洋 画 

日高 直紀 
太田 汐南 
千種 風香 
手塚 明日香 
太田 朋伽 

17 

四日市市 
鈴鹿市 
四日市市 
東員町 
東員町 

 
 

for your Dream賞 

 

彫 刻 今岡 壱心 16 桑名市  

工 芸 清水 理紗子 22 津市  

写 真 カイ・ウォング 22 尾鷲市  

書 

奥野 芳希 

川端 沙季 

薗部 夏美 

17 伊勢市  

 


