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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・ポスター募集を行いました。
　平成 26 年度は、20 の市町村が募集した小学生の部
3,493 作品、中学生の部 564 作品の中から合計 97 作
品の推薦がありました。

　これらの作品は、平成 27 年２月６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作品が最優秀賞に選ばれました。

「楽しい家庭の日」
日立市立油縄子小学校６年

鈴木　詩帆

「みんなで楽しく食事会」
筑西市立関城東小学校４年

佐藤　結菜

「お父さんと木登り体験」
城里町立石塚小学校６年

飯村　悠花

「家族みんなで仲良く！家庭の日」
日立市立日高中学校２年

岡部　羽紗

「庭の草刈り」
那珂市立第三中学校２年

和地　真純

「一家でバーベキュー」
桜川市立岩瀬西中学校１年

鈴木　七海

小学生の部
市町村 氏　　　名 学校・学年
水戸市 井上　詩萌 三の丸小学校・３年
水戸市 笹目　奈那 稲荷第一小学校・６年
日立市 鈴木　詩帆 油縄子小学校・６年
日立市 永井　美早 水木小学校・６年
日立市 鈴木　達哉 大久保小学校・５年
石岡市 上田　泰史 小幡小学校・２年
石岡市 加藤　花菜 杉並小学校・４年
石岡市 西山　恭平 府中小学校・６年
下妻市 平井　勇気 下妻小学校・６年
下妻市 初澤　諒祐 騰波ノ江小学校・５年
下妻市 近藤　晃教 下妻小学校・６年
常総市 坂川　海斗 絹西小学校・４年
常総市 中嶋　爽花 絹西小学校・４年
常総市 五百川千鶴 絹西小学校・４年

常陸太田市 酒井　唯菜 幸久小学校・２年
常陸太田市 冨山このみ 久米小学校・３年
常陸太田市 鈴木奈那美 機初小学校・６年
取手市 源馬　向陽 寺原小学校・３年
取手市 山本　花楓 六郷小学校・６年
取手市 浜野　陽香 六郷小学校・６年
牛久市 飯島わかな 牛久小学校・５年
牛久市 加藤　優歩 牛久小学校・２年
牛久市 飯島かなみ 牛久小学校・２年
つくば市 篠江　建希 二の宮小学校・２年
つくば市 飯竹　美友 沼崎小学校・５年
つくば市 木村　朱里 上郷小学校・６年
潮来市 石橋万由子 津知小学校・１年
潮来市 木村　奏斗 牛堀小学校・３年
潮来市 柳町　百香 牛堀小学校・４年
那珂市 谷田部　杏 額田小学校・１年
那珂市 大津　宏太 菅谷東小学校・５年
那珂市 植田　亮平 菅谷東小学校・６年
筑西市 塚田　　蕾 長讃小学校・２年

筑西市 石井　万智 下館小学校・４年
筑西市 佐藤　結菜 関城東小学校・４年
坂東市 新谷　心平 岩井第一小学校・６年
坂東市 野仲　菜月 逆井山小学校・６年
坂東市 入江　優斗 内野山小学校・５年
桜川市 田中　裕憲 岩瀬小学校・１年
桜川市 口町日向子 岩瀬小学校・３年
桜川市 黒田　純華 坂戸小学校・５年
行方市 岩本　七莉 津澄小学校・２年
行方市 額賀　　慎 麻生東小学校・３年
行方市 男庭　　至 武田小学校・３年
鉾田市 駒形　錬汰 鉾田小学校・２年
鉾田市 田口　偉聖 上島西小学校・５年
鉾田市 菅谷　彩瑛 白鳥東小学校・５年
茨城町 檜山　侑希 駒場小学校・３年
茨城町 宮田　慶人 駒場小学校・３年
茨城町 高木　采音 沼前小学校・６年
城里町 小林　遼真 石塚小学校・１年
城里町 大野　地央 桂小学校・４年
城里町 飯村　悠花 石塚小学校・６年
大子町 小野瀬隆太 上小川小学校・４年
大子町 清水　　滉 だいご小学校・５年
大子町 矢田部翔太 さはら小学校・５年
境　町 飯野　結衣 境小学校・５年
境　町 成島　萌永 長田小学校・５年
境　町 齊藤　麻奈 猿島小学校・５年

中学生の部
市町村 氏　　　名 学校・学年
水戸市 大津　涼香 飯富中学校・２年
日立市 岡部　羽紗 日高中学校・２年
日立市 柏　菜々子 久慈中学校・１年
日立市 安孫子美希 中里中学校・２年
石岡市 本白水美玖 府中中学校・２年
石岡市 中山　晴登 府中中学校・１年

石岡市 信田　晃城 国府中学校・１年
常総市 松永　美夢 水海道中学校・２年
常総市 寺田夕里子 水海道中学校・１年
常総市 本田　幸世 水海道西中学校・２年

常陸太田市 中野　慶太 里美中学校・１年
つくば市 木村　賢司 大穂中学校・２年
つくば市 澤田　舜騎 大穂中学校・２年
つくば市 市原　成実 桜中学校・１年
潮来市 園部　友加 潮来第一中学校・２年
潮来市 草野　瑞希 潮来第二中学校・１年
潮来市 杉﨑　朝佳 日の出中学校・２年
那珂市 海老澤瑠維 第一中学校・２年
那珂市 和地　真純 第三中学校・２年
那珂市 中村　幸恵 第三中学校・２年
筑西市 小林さやか 下館西中学校・１年
筑西市 早瀬　健人 下館北中学校・１年
筑西市 倉持　実佳 下館南中学校・３年
桜川市 鈴木　七海 岩瀬西中学校・１年
桜川市 青木　志帆 岩瀬西中学校・２年
桜川市 坂本　愛美 岩瀬西中学校・３年
行方市 齋藤　華乃 北浦中学校・２年
行方市 郡司　有里 玉造中学校・１年
行方市 橋本大治朗 玉造中学校・１年
鉾田市 菅谷　菜月 大洋中学校・３年
茨城町 一寸木杏樹 明光中学校・１年
茨城町 蔦嶋　夕華 明光中学校・２年
茨城町 柴沼かりん 青葉中学校・１年
大子町 松本　　航 大子中学校・１年
大子町 飯田　　哲 大子中学校・２年
大子町 和田　希望 生瀬中学校・２年
境　町 田中　未来 境第一中学校・１年
境　町 染谷　七虹 境第二中学校・１年

　最優秀作品入賞者




