
文　化　表　彰
豊田文化賞 豊田芸術選奨 豊田文化功労賞 豊田文化奨励賞

豊田市文化振興財団功労賞 豊田市文化新人賞
※平成11年度までは
豊田文化協会功労賞 ※平成24年度～

平成30年度

曽　剣雄（美術） 霞　花遊（日本舞踊） 植田　浩（美術） 安藤加代子（短歌） 岡田芙紗子（工芸）
桐山尚子（音楽） 太田宗有（茶道） 手塚　華（美術）

木川芳子（工芸） 橋本專史（音楽）
小出恵子（市民組織）
後藤宗修（茶道）
鈴木星佳軒（華道）
松田秀華（華道）
肌附米舟（書道）
安本弘恵（美術）

平成２９年度 小川国亜起（美術）

石川青崖（書道） 伊藤貴之（音楽） 荒井美智子（美術） 愛知県立豊田北高等学校
澤クヮルテット（音楽指導） 新實広記（美術） 荒川宗純（茶道） 華道部（華道）
鈴木信教（華道） 二世 井上松次郎（伝統芸能） 内田清次（着付け） 生田智子（音楽）

加藤洲麗（邦楽） 樹神有紀（音楽）
河合要石（文芸）
菊花旭寿（日本舞踊）
黒野芝香（書道）
早川寛子（文芸）
平松陽風（華道）
宮原泰子（邦楽）

平成２８年度 今井康夫(文化振興) 酒向貞子(音楽) 小久保光将(工芸)

今井紅凛(吟剣詩舞) 酒井愛理(音楽)
内山宗美(茶道)
岡本紫玉(書道)
鈴木千慧子(短歌)
西川幸女(日本舞踊)
浜島弘一(美術)
間瀬芙美(連句)
森岡宏子(華道)

平成２７年度
トヨタ自動車㈱
ミライ開発プロジェクトチーム
(環境(ものづくり ))

森木　明(美術)

愛知紫嵩(吟剣詩舞) 松谷阿咲(音楽)　　 浅草義治(美術) 加藤清香(美術)
伊藤よし子 (美術) 山岸大祐(工芸) 小野尚子(俳句) 戸島翔太郎(音楽)
杉坂育子 (書道) 金子芳江(短歌)

高見悦子(映像)
西村真知子(華道)
花柳千登輔(日本舞踊)
福岡林泉(書道)
牧原理恵子(工芸)
森野宗江(茶道)

平成２６年度 佐々木嵓邦(書道) 小林　豊(美術) 柳澤新治(伝統芸能)

酒井信代(フラダンス) 今井不二栄(歌謡) 石川晴菜(美術)
福岡正臣(美術) 有我重代(俳句) 森山涼介(音楽)
渡邉清井(書道) 小野良之(短歌) 脇田紗也加(洋舞)

多和田のり子(華道)
寺田佐和(着付)
西川正彌(日本舞踊)
水谷汀華(書道)
吉田　稔(美術)
渡辺宗代(茶道)
渡辺祐紀和(民謡)

平成２５年度 安藤和久(紙漆工芸)

安藤　泰(郷土史) 本多晋一郎(美術) 飯田葉子(短歌) 石川慶子(洋舞)
岩城雅邦(音楽) 吉田千恵(美術) 稻旺彦保代(日本舞踊) 石川裕梨(美術)
木戸優粋(吟剣詩舞) 加藤勇夫(歌謡) 梅村　愛(美術)

柴田晃伸(美術) 千田沙也加(洋舞)
高木松閣(書道) 山内章平(工芸)
中野　豊(工芸)
西川友美津(日本舞踊)
林　宗志(茶道)
深川克己(華道)
宮原春光山(邦楽)

平成２４年度 加藤矢舟(書道)

都築正道(文化振興) 俊　　寛(切り絵)　　 伊丹宗保(茶道) 岩崎花保(音楽)
梅村善孝 (演劇) 中根栄二(彫刻) 梅村尚子(華道) 小林加奈(書道)

澤田季未子(美術) 波多野渚砂(洋舞)
花柳素洲(日本舞踊) 寺本みなみ寺本みずほデュオ
山口玄月(吟剣詩舞) (音楽)
豊田おやこ劇場(子ども文化)

平成２３年度 天野克之(文化振興）

長谷川伸岳(音楽）

劇団ドラマスタジオ(演劇）

石井浩次(短歌)
松尾樹豊（詩吟他） 梅澤きよみ(俳句)
豊田市民合唱団（音楽） 岡田政昭(日本舞踊)

金子富子(茶道)
木下喜葉(華道)
西川友蔵(日本舞踊)
水野博子(美術)
山岸邦山(書道)

平成２２年度 寺　光彦(文化振興) 永田真理子(音楽)

髙橋傳次郎(民謡) 西村洋美(音楽) 江島風葉(書道)
古屋和子(語り) 子ども造形研究センター 大谷幸子(俳句)
トヨタ生活協同組合 リトルアートスクール(こども美術)加藤嘉巳(美術)
生協ポップス(音楽) 豊田フィルハーモニー管弦楽団 近藤志風(華道)

(音楽) 齋藤健夫(音楽)
芳琳美生希(日本舞踊)
森　博子(短歌)
矢田澄子(茶道) 

平成２１年度 伊丹靖夫(美術)

岡田隆弘(演劇) 安藤尤京 (書道)　　 石川青崖(書道)
鈴木公子(音楽) 田澤恭子(音楽) 伊藤翠芳(華道)

お笑い劇団・笑劇派(喜劇団) 霞　花遊(日本舞踊)
菊花寿之丞(日本舞踊)
霜田由紀子(短歌)
西井通子(美術)
西山宗公(茶道) 　　
橋本眞喜子(俳句) 
ラボ・パーティ(国際交流)

平成20年度 鈴木正三研究会(郷土文化) 諏訪等(バレエ) 小原和紙工芸会 (美術工芸)

鈴木琢磨(美術)　　　 伊藤タカ子(美術)
早川朱泉(太鼓) 小野田澄江(華道)

近藤豊竜!(邦楽民踊)
鷹見高子(文芸短歌)
花柳うた紅(日本舞踊)
廣瀬静子(茶道)
本間翠眉(書道)

平成１９年度 近藤幹夫(文化振興) 安藤則義(漆芸) 根岸和治(音楽)

嘉山裕子(洋舞) 愛知紫嵩(詩吟)
高崎真介(音楽) 石川隆雄(洋画)

落合ひろ恵(俳句)
杉山玉扇(伝統音楽)
高野新作(短歌) 
西川豊鏡(日本舞踊)
日髙令江(華道)
山木秋江(書道)
渡辺宗公(茶道) 

平成１８年度 澁谷　朗(文化振興) 三後勝弘(洋画)

髙田節子(伝統文化) ＮＰＯ法人豊田シティバレエ団 稻旺由彦(邦楽)
綾渡の夜念仏と盆踊り保存会 (洋舞) 近藤ミヤ(日本画)
(郷土芸能) 西三河ウインドオーケストラ 稲本芝月(華道)
豊田三曲会(伝統音楽) (洋楽) 大瀧陽子(短歌)

高橋香雪(書道)

平成１７年度 石田真典(写真)

松岡悦童(郷土史)

天太鼓舞夢一座(創作芸能)

篠澤正八(短歌)
都築和子(合唱) 松本　正(邦楽舞踊)
川村景風(華道) 島津余史衣(俳句)

山本宗香(茶道)
佐藤　博(書道)

平成１６年度 財団法人古橋会（郷土史） 安藤豊邨（書道）

小島鎮男（国際交流） 原小百合（ピアノ） 宮田すず（華道）
藤井昌敏（郷土文化） 荻原尚子（ヴァイオリン） 中田三代子（俳句）
伊藤康司（邦楽舞踊） 早川流やぐら太鼓（郷土芸能） 鈴木彰子（茶道）
柴田　豊（郷土史） 谷　巳由（短歌）

川井淑子（書道）
才能教育研究会豊田支部
（音楽教育）

平成１５年度 美術館松欅堂(美術文化) 丹羽晧夫(洋画)

高山兼男(漆職人) 豊田オペラグルッポ 近藤俊香(短歌)
二村善市(鍛冶職人) (オペラグループ) 西山芳子(俳句)
小原歌舞伎保存会(伝統芸能) 三宅佑佳(洋舞) 柴田始栄(茶道)
近藤香風(書道) 宇野里津子(大正琴)

稲本　林(華道)
早川綾子(人形)

平成１４年度 黒野清宇(書道) 土屋雅裕(日本画)

八草町八柱太鼓保存会 センチュリー室内管弦楽団 青木喜代子(華道)
（郷土芸能） （音楽） 成瀬宗秀(茶道)
豊田市教職員 Ｋ－ＴＥＮ(美術) 筧登志男(短歌)
音楽自主研究グループ(音楽) 原田澄江(フルート) 藤間雅寿賀(日舞)
矢作川を筏で下る会(生活) 山内玉煙(書道)

池田佳仙(硬筆書道)
武生彩和可(日舞)
トヨタ自動車ギター
マンドリンクラブ(音楽)

平成１３年度 プリウス開発
プロジェクトチーム(環境)

鈴木五郎(陶芸)

森　順次(郷土史) 武山直樹(彫金) 荻野かぎ(短歌)
加藤　弘(郷土史) 古井麻実子(ヴァイオリン) 小貝宗和(茶道)
豊田ビデオリポータークラブ 神谷久美子(バレエ) 鈴木翠湖(書道)
（映像） 東郷美佐子(俳句)

西川友久(日舞)
築山和典(華道)
井上弘子(バレエ)
倉知花亭(書道)
松平わ太鼓(和太鼓)

平成１２年度 加納俊治(小原和紙) 宮川洋一(洋画)

鈴木元勝(郷土史) 曽　剣雄(洋画) 山内ハリへ(日本画)
酒井義允(日本棋院) 永田真希(ヴァイオリン) 三岡正美(短歌)
加藤博章(演劇) 高木綾子(フルート) 朝比奈照子(華道)

岡本月子(茶道)
羽根田京世(書道)
陣中太鼓(和太鼓)

平成１１年度 遠藤　和(ヴァイオリン)

高橋秀豪(郷土史) 杉浦潤子(ピアノ) 村越照代(華道)
鈴木　晃(茶道) 大嶋正樹(バレエ) 神戸保明(陶芸)
新進布美江(巫女舞) 尾嶋淡瀬(民謡)
加藤　健(俳句) 山本勝子(茶道)

中村公夫(書道)
彦坂泰子(硬筆書道)
近藤キク(短歌)

平成１０年度 山内一生(小原和紙) 永井忠雄(洋画)

永井公博(短歌) 物部浩子(書道) 須藤鋹保(華道)
豊田市少年少女合唱団（合唱） 茂木俊興(津軽三味線) 鈴木よう子(短歌)
古瀬間ばやし保存会(郷土芸能) 吉村知子(ヴァイオリン) 柳島妙順(茶道)

竹下　功(洋画)
吉田操子(アップリケ)
樹神里観(染色)

平成　９年度 杉本　誠(学芸)　 塚田重明(洋画)

田口金八(文化財保護) 塚本一成(作曲) 那須つう(大正琴)
稲本月仙(華道) 加藤万也(造形) 森　米子(短歌)
畝部小学校マーチングバンド 丹羽隆夫(洋画) 柄沢サト子(茶道)
（音楽） 佐野淡夢(民謡)

中根克己(書道)

平成　８年度 本多秋五(文芸評論) 石川小歩(書道)

鈴木茂夫(郷土史) 阿部夏丸(小説) 永田　武(短歌)
梅村錞二(自然観察) 石黒秀和(演劇) 浦野美智子(華道)

平岩宗香(茶道)
中山里子(日舞)
藤本通富(民謡)
花柳千鶴輔(日舞)

平成　７年度
文化表彰は、平成６年度表彰まで表彰年度の翌年度に表彰式を開催していましたが、平成７年度に表彰式開催年度を表彰年度にすることに改めました。
このため平成７年度表彰は行っていません。

平成　６年度 神谷満雄(学術) 山田和俊(猿投窯)

磯谷旭富(琵琶) 伊藤よし子(洋画) 石川　豊(彫刻)
加藤　茂(植物研究) 近藤延子(書道) 梅村鈴雄(華道)
粂井豊竜(民踊) 稀音家六喜女(長唄)

神原小歩(硬筆書道)
近藤すみ江(短歌)
柴田武士(演劇)
津田淡恕(民謡)
平尾宗能(茶道)

平成　５年度 小川喜数(小原和紙)

松谷六郎(肖像画) 水谷征矢生(洋画) 牧野翠昌(華道)
早川満男(やぐら太鼓) 加藤矢舟(書道) 菊香寿之助(日舞)
森　當(小説) 神谷喜代一(日本画)

牧野宗友(茶道)
金原京子(短歌)
岡安喜克郎(長唄)

平成　４年度 加納良男(三代理事長) 田中英明(洋画)

銭太鼓保存会(郷土芸能) 安藤孝洋(彫刻) 小原栄一郎(洋画)
竹内三二(挙母祭囃子保存) 豊田楽友協会(音楽団体) 神谷利治(華道)
日比野心清(文化財保護) 斉藤宗由(茶道)

鈴木翠泉(書道)
武田信二(短歌)
月山真富佐(人形)

平成　３年度 大竹千明(学術) 佐々木嵓邦(書道)

伊豫田乕雄(郷土史) 石川健治(洋画) 石野短歌会(短歌)
須藤国三郎(映像) 奥田淡伶(民謡) 磯村宗寿(茶道)
鷹見磯太郎(宮大工) 杉田重香(華道)

多田夏山(民謡)
冨樫愛子(盆石)
羽根嘉津(短歌)

平成　２年度 結社「松籟」(俳句結社) 井戸三郎(洋画)

澤田　樹(郷土史) 加藤洋子(俳句) 石川冨仙(華道)
福岡金弥(棒の手) 妹尾　樹(声楽) 石川文枝(洋画)
豊田市滝脇小学校(環境) 伊与田錦隆(華道)

川角蘭香(書道)
加納希沙(短歌)

平成　元年度 神谷　力(学術) 矢崎　藍(連句)

石川小歩(書道) 石田真典(写真) 伊東豊月(華道)
宇野鎮夫(郷土史) 鈴木正秋(吹奏楽) 成田鳩峰(詩吟)
若子　旭(郷土史) 林　宗祝(茶道)
西広瀬小学校(環境) 光岡　剛(短歌)

山田七三(文化協会監事)

昭和６３年度 豊田寿子(ボランティア) 加納俊治(小原和紙)

城殿　晃(元教育長)
エトワールバレエシアター
（バレエ）

都築康司(短歌) 河西　進(絵画)
中根和光(水墨画)
中野宗寿(茶道)
西川矢扇(日舞)
美術館松欅堂(美術)
星野令川(書道)
八木真千豊(人形)

昭和６２年度

石塚翠園(華道) 荻野衣象(書道)
杉山　清(華道) 小林　豊(彫刻)
塚原宗奈(茶道) 豊田市民合唱団(合唱)
原田宗伯(茶道)
松村星松軒(華道)

昭和６１年度 奥村　清(二代理事長) 吉川藍水(書道)
野原隆平(洋画)

昭和６０年度
篠澤利元(短歌) 安藤豊邨(書道)
清水淡修(民謡) トヨタ自動車合唱部(合唱)
山村昌一(才能教育) 廣田康記(洋画)

昭和５９年度 高橋節郎(漆芸)
岡本鋓門(書道) 杉坂育子(書道)
近藤米翠(華道) 永田真理子(ヴァイオリン)
森　武司(文芸)

昭和５８年度 黒野清宇(書道)

飯沼勘街(俳句)
鳥山宗禎(茶道)　
原田謙朗(写真)
伏見佳風(華道)

昭和５７年度 佐藤　保(元市長) 河村又次郎(陶芸)

鵜野仁一郎(華道)
加藤燕雨(俳句)
佐々木嵓邦(書道)
吉田光三(教育長)

昭和５６年度 本多静雄(学術) 山内一生(小原和紙)

稀音家六喜之(邦楽)
吉川三郎(洋画)
松山春雄(文芸)
酒部称善(茶道)
谷沢渓水(俳句)

昭和５５年度 泉　隆夫(初代理事長) 加藤芳雪(俳句)
角谷桐松(短歌)

昭和５４年度 安藤菊男(彫刻) 児玉輝代(俳句)

倉橋正好(華道)
近藤従雲(書道)
中川吉一(短歌)
西川知代(日舞)

昭和５３年度

有馬美津江(華道)
加藤道子(書道)
柴田宗高(茶道)
兵頭才市(教育長水墨画)
星野みつ(華道)
松井主税(書道)　
光岡鉱次(短歌)


