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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 25 年度は、20 の市町村が募集した小学生の部
3,579 作品、中学生の部 476 作品の中から合計 91 作
品の推薦がありました。

　これらの作品は、平成 26 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。

「ほっこりえがおのクリスマス」
石岡市立杉並小学校3年

加藤　花菜

「みんなでタコ焼きパーティー」
常総市立石下小学校5年

澤田　崇之介

「ふれあい体験」
那珂市立菅谷西小学校6年

海老澤　藍梨

「お花の水やり」
日立市立泉丘中学校1年

菊池　祐花

「ゴーヤの収穫」
那珂市立第三中学校1年

和地　真純

「海といえば」
筑西市立下館南中学校2年

宮田　紘奈

小学生の部　作品応募者
市町村 氏　　　名 学校・学年
水戸市 梶間　彩花 稲荷第二小学校３年

〃 軍司　七聖 渡里小学校６年
日立市 小野嵜　琴羽 会瀬小学校４年

〃 鈴木　麻由 大久保小学校２年
〃 加古　真優奈 日高小学校１年

石岡市 上田　和佳 小幡小学校２年
〃 加藤　花菜 杉並小学校３年
〃 関本　みやこ 園部小学校６年

下妻市 門井　詩歩 下妻小学校６年
〃 野部　明日実 豊加美小学校６年
〃 小林　春輝 宗道小学校６年

常総市 澤田　崇之介 石下小学校５年
〃 大滝　遥花 絹西小学校４年
〃 高橋　章一郎 石下小学校３年

常陸太田市 佐川　結菜 機初小学校２年
〃 小林　優芽 太田小学校４年
〃 寺門　佳伊斗 佐竹小学校５年

取手市 田村　優樹 高井小学校３年
〃 紫村　心美 寺原小学校２年
〃 寺田　あかり 六郷小学校５年

牛久市 髙田　明花 中根小学校１年
〃 栗原　風聖 牛久小学校３年
〃 上杉　心優 牛久小学校３年

つくば市 木村　渉瑠 上郷小学校２年
〃 杉山　弘輔 田水山小学校４年

潮来市 笠貫　秀雅 潮来小学校１年
〃 内田　　月 大生原小学校１年
〃 川上　悠太 牛堀小学校６年

那珂市 関町　　凪 戸多小学校１年
〃 大津　宏太 菅谷東小学校４年
〃 海老澤　藍梨 菅谷西小学校６年

筑西市 安達　洸太 養蚕小学校１年
〃 廣瀬　十和子 下館小学校３年
〃 伊藤　彩未 中小学校６年

坂東市 藤井　綾乃 長須小学校５年
〃 中島　里美花 弓馬田小学校６年
〃 野口　新菜 逆井山小学校６年

桜川市 安達　準人 猿田小学校２年
〃 鈴木　千尋 岩瀬小学校３年
〃 澤　　勇気 南飯田小学校２年

行方市 平塚　　舞 麻生東小学校６年
〃 河野　杏香 武田小学校２年
〃 塙　　歩奈 武田小学校５年

鉾田市 菅谷　瑠菜 諏訪小学校２年
〃 藤崎　まい 白鳥西小学校１年
〃 石川　雅隆 徳宿小学校５年

城里町 佐久間　かすみ 常北小学校２年
〃 大野　地央 桂小学校３年
〃 佐久間　渚 常北小学校４年

大子町 鈴木　雄一郎 だいご小学校２年
〃 渡辺　芽衣 上小川小学校６年
〃 浅野　圭佑 大子特別支援学校小学部６年

境　町 栗原　颯汰 境小学校５年
〃 安東　　恒 猿島小学校５年
〃 関　さくら 静小学校５年

中学生の部　作品応募者
市町村 氏　　　名 学校・学年
水戸市 宮﨑　汰一 第二中学校１年
日立市 小針　八恵 久慈中学校３年

〃 菊池　祐花 泉丘中学校１年
〃 児玉　青空 日高中学校１年

石岡市 関川　星七 府中中学校２年
〃 金子　愛実 府中中学校２年

〃 秋山　真輝 府中中学校１年
常総市 本田　幸世 水海道西中学校１年

〃 小林　萌華 水海道西中学校１年
〃 坂井　愛季 鬼怒中学校１年

常陸太田市 石川　穂茄 太田中学校１年
笠間市 村田　真由 岩間中学校２年

〃 田口　礼来 岩間中学校２年
〃 常井　あゆみ 岩間中学校２年

つくば市 国府田　玲奈 大穂中学校２年
〃 里見　　芽 谷田部東中学校２年

潮来市 塙　安沙菜 潮来第二中学校２年
〃 菱木　勝大 潮来第二中学校２年
〃 茂木　愛理 牛堀中学校１年

那珂市 海老澤　瑠維 第一中学校１年
〃 和地　真純 第三中学校１年
〃 海後　知世 第二中学校３年

筑西市 坂入　康太 下館北中学校１年
〃 菊池　彩華 下館中学校２年
〃 宮田　紘奈 下館南中学校２年

行方市 石橋　なごみ 北浦中学校１年
〃 古渡　淑乃 玉造中学校１年
〃 薄井　亨保 玉造中学校２年

鉾田市 萩原　ひとみ 鉾田北中学校２年
〃 佐伯　恵美 鉾田北中学校２年
〃 山口　瑞生 大洋中学校２年

大子町 堀江　颯汰 大子西中学校１年
〃 藤田　しおり 大子中学校２年
〃 小室　駿介 大子中学校２年

境　町 初見　　謡 境第一中学校１年
〃 岸本　未玖 境第二中学校１年

最優秀作品入賞者




