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「家庭の日」絵画・ポスターの募集と展示

　茨城県青少年育成協会は、健全な家庭づくりを進める
ために「家庭の日」絵画・ポスタ－募集を行いました。
　平成 24年度は、18の市町村が募集した小学生の部
2,568 作品、中学生の部 315 作品の中から合計 83作
品の推薦がありました。
　これらの作品は、平成 25年 2月 7日に開催した「青
少年健全育成茨城県推進大会｣ 会場に展示し、大会参加

者に見ていただくとともに、各部門ともに最も優れたも
の 1作品を投票していただいた結果、次のとおり各部
門 3作品が最優秀作品に選ばれました。

「めでたいな お正月」
石岡市立杉並小学校6年

福田　雅徳

「家庭の日」
日立市立水木小学校6年

菊池　祐花

「しょうじの張りかえ」
那珂市立芳野小学校6年

和地　真純

「赤ちゃんだ！」
石岡市立国府中学校1年

前野　今日香

「凝ってますね！お父さん」
那珂市立瓜連中学校1年
新井　璃子

「家族で住ごそう！」
日立市立坂本中学校2年
小田島　未来

 小学生の部　作品応募者
市町村 氏　　　名 学校・学年
水戸市 軍　司　夢　衣 渡里小学校３年
〃 飯　田　七　星 吉沢小学校４年

日立市 田　中　　　肇 大久保小学校３年
〃 國　井　あかり 会瀬小学校４年
〃 菊　池　祐　花 水木小学校６年

石岡市 加　藤　花　菜 杉並小学校２年
〃 下山田　真　彩 東小学校４年
〃 福　田　雅　徳 杉並小学校６年

下妻市 糸　賀　茉　優 上妻小学校６年
〃 小　林　春　輝 宗道小学校５年
〃 大　道　勇　生 宗道小学校６年

常総市 松　﨑　綾　乃 石下小学校３年
〃 笠　見　流　石 絹西小学校４年
〃 松　﨑　匠　馬 石下小学校５年

常陸太田市 富　田　椋　太 金砂郷小学校１年
〃 富　田　裕　貴 金砂郷小学校３年
〃 田　所　美　海 久米小学校５年

取手市 伊　藤　拓　実 戸頭東小学校５年
〃 越　智　雅　恵 戸頭東小学校５年
〃 角　田　美瑠華 戸頭東小学校６年

牛久市 宮　澤　沙　綾 牛久小学校５年
〃 石　田　大　峻 牛久小学校５年

つくば市 栗　原　美　沙 谷田部小学校３年
〃 江　角　　　結 竹園東小学校４年

潮来市 染　谷　涼　香 潮来小学校３年
〃 荒　原　璃　胡 延方小学校６年
〃 関　　　泰　平 牛堀小学校２年

那珂市 大　津　宏　太 菅谷東小学校３年

〃 鈴　木　知　世 瓜連小学校５年
〃 和　地　真　純 芳野小学校６年
筑西市 中　島　寧　音 新治小学校１年
〃 大　関　春　輝 養蚕小学校２年
〃 池　羽　悠　真 川島小学校６年
坂東市 木　原　あゆみ 岩井第一小学校６年
〃 藤　田　伊　吹 七郷小学校６年
〃 野　口　新　菜 逆井山小学校５年
桜川市 福　島　優　希 坂戸小学校３年
〃 岩　﨑　悠　人 南飯田小学校５年
行方市 佐　竹　剛　瑠 現原小学校５年
〃 山　﨑　美　緒 現原小学校５年
〃 小　貫　里　紗 玉川小学校４年
鉾田市 本　澤　　　篤 鉾田小学校１年
〃 横　田　大　智 徳宿小学校３年
〃 櫻　井　直　子 旭北小学校５年
城里町 石　川　佳　奈 桂小学校４年
〃 稲　川　彩　香 石塚小学校５年
〃 江　幡　佳　奈 石塚小学校６年
大子町 堀　江　颯　汰 さはら小学校６年
〃 小　室　紗耶佳 袋田小学校６年
〃 大　森　愛　央 依上小学校２年

 中学生の部　作品応募者
市町村 氏　　　名 学校・学年
水戸市 宮　本　めぐみ 笠原中学校２年
日立市 菊　地　　　望 多賀中学校１年
〃 小田島　未　来 坂本中学校２年
〃 藤　枝　由　浪 台原中学校３年
石岡市 前　野　今日香 国府中学校１年

〃 島　田　大　輔 府中中学校３年
〃 境　野　雄　介 府中中学校１年

常総市 中　山　和　眞 鬼怒中学校１年
〃 山　田　千　陽 水海道西中学校１年
〃 石　井　里　奈 水海道西中学校２年

常陸太田市 松　木　崚　悟 太田中学校２年
取手市 松　本　唯　美 取手第一中学校２年
つくば市 廣　瀬　開　都 桜中学校２年
〃 金久保　真　美 大穂中学校２年

潮来市 小　倉　実　咲 潮来第一中学校２年
〃 大　﨑　実　香 潮来第二中学校１年
〃 箕　輪　玲　奈 日の出中学校２年

那珂市 新　井　璃　子 瓜連中学校１年
〃 髙　畑　葉　月 第三中学校２年
〃 熊　谷　日　菜 第二中学校３年

筑西市 栗　原　奈々未 下館中学校１年
〃 坂　井　文　音 下館北中学校１年
〃 渡　辺　きよ美 協和中学校２年

桜川市 渡　部　裕　気 岩瀬西中学校３年
行方市 河　野　遥　南 北浦中学校２年
〃 田　中　彩　菜 玉造中学校１年
〃 田　中　天　満 玉造中学校３年

鉾田市 萩　原　ひとみ 鉾田北中学校１年
〃 関　　　成　海 鉾田北中学校１年
〃 佐　伯　恵　美 鉾田北中学校１年

大子町 齋　藤　千　里 黒沢中学校２年
〃 宮　田　七　歌 南中学校２年
〃 小　室　駿　介 大子中学校１年

　最優秀作品入賞者


