
顕 彰 者 一 覧 

（平成３年度）  

よんでん芸術文化賞      猪熊  弦一郎 [洋画家・香川]  

〃          大江  巳之助 [文楽人形かしら制作者･徳島]  

（平成４年度）  

よんでん芸術文化賞      平井  康三郎 [作曲家・高知]  

〃          音丸  耕堂 [漆工芸家・香川]  

よんでん芸術文化功労賞   河野  国光 [愛媛交響楽団創設者・愛媛]  

（平成５年度）  

よんでん芸術文化賞      畦地  梅太郎 [版画家・愛媛]  

〃          林   康子 [声楽家・香川]  

よんでん芸術文化奨励賞    三好  和義 [写真家・徳島]  

（平成６年度） 

よんでん芸術文化賞      小松  益喜 [洋画家・高知]  

〃          乗松   巖 [彫刻家・愛媛]  

〃          流   政之 [彫刻家・香川]  

（平成７年度）  

よんでん芸術文化賞      吹田  文明 [版画家・徳島]  



〃          石元  泰博 [写真家・高知]  

〃          坂田  虎一 [洋画家・愛媛]  

〃          大西  忠夫 [漆工芸家・香川]  

（平成８年度）  

よんでん芸術文化賞      宮本  光庸 [彫刻家・徳島]  

〃          小泉  政孝 [洋画家・愛媛]  

よんでん芸術文化奨励賞     小濱  妙美 [声楽家・香川]  

（平成９年度）  

よんでん芸術文化賞      越智  雄二 [洋画家・愛媛]  

よんでん芸術文化奨励賞    谷川  泰宏 [洋画家・徳島]  

〃          池川   直 [彫刻家・香川]  

（平成１０年度）  

よんでん芸術文化賞         門脇  俊一 [洋画家・香川]  

よんでん芸術文化奨励賞     斉田  正子 [声楽家・愛媛]  

（平成１１年度）  

よんでん芸術文化功労賞   佐藤  陽三 [音楽家・愛媛]  

よんでん芸術文化奨励賞    佐竹  由美 [声楽家・香川]  

 



（平成１２年度）  

よんでん芸術文化賞       今井 久仁恵 [声楽家・愛媛]  

〃           磯井  正美 [漆工芸家･香川]  

（平成１３年度）  

よんでん芸術文化賞        森堯   茂 [彫刻家・愛媛]  

よんでん芸術文化奨励賞   高橋  薫子 [声楽家・香川]  

（平成１４年度）  

よんでん芸術文化賞        三輪田 俊助 [洋画家・愛媛]  

よんでん芸術文化功労賞    和泉  正敏 [彫刻家・香川]  

（平成１５年度、平成１６年度）  

該当者なし  

（平成１７年度）  

よんでん芸術文化賞         立木  義浩 [写真家・徳島]  

〃          菊池  彦典 [指揮者・愛媛]  

〃          速水  史朗 [彫刻家・香川]  

よんでん芸術文化功労賞     筒井  広道 [洋画家・高知]  

（平成１８年度）  

よんでん芸術文化賞      野町  和嘉 [写真家・高知]  



〃         寺坂  公雄 [洋画家・愛媛]  

〃         太田   儔 [漆工芸家・香川]  

（平成１９年度）  

よんでん芸術文化賞     三木   稔 [作曲家・徳島]  

〃         太田 加津子 [漆工芸家・香川]  

よんでん芸術文化奨励賞   秋川  雅史 [声楽家・愛媛]  

（平成２０年度）  

よんでん芸術文化賞     奥谷   博 [洋画家・高知]  

〃         濱野  年宏 [現代美術家・香川]  

よんでん芸術文化功労賞     吉森  章夫 [音楽家・徳島]  

（平成２１年度）  

よんでん芸術文化賞         川島    猛 [現代美術家・香川]  

よんでん芸術文化功労賞     上田  収穂 [音楽家・徳島]  

よんでん芸術文化奨励賞     宮本  益光 [声楽家・愛媛]  

（平成２２年度）  

よんでん芸術文化功労賞     河崎  良行 [彫刻家・徳島]  

よんでん芸術文化奨励賞     谷口  睦美 [声楽家・高知]  

 



（平成２３年度）  

よんでん芸術文化賞         浜田  泰介 [日本画家・愛媛]  

〃         池川  敏幸 [彫刻家・香川]  

（平成２４年度）  

よんでん芸術文化賞     白川  義員 [写真家・愛媛]  

（平成２５年度）  

よんでん芸術文化賞         谷本  重義 [洋画家・香川]  

よんでん芸術文化奨励賞     岡本  知高 [声楽家・高知]  

（平成２６年度）  

よんでん芸術文化賞         工藤  省治 [陶芸家・愛媛]  

〃         小清水  漸 [彫刻家・愛媛]  

よんでん芸術文化功労賞     竹内   肇 [声楽家・香川]  

（平成２７年度）  

よんでん芸術文化賞     石川  充宏 [金属造形作家・高知]  

〃         智内  兄助 [洋画家・愛媛]  

よんでん芸術文化奨励賞     山下  牧子 [声楽家・香川]  

（平成２８年度）  

よんでん芸術文化賞         高﨑  元尚 [現代美術家・高知]  



よんでん芸術文化奨励賞     井上 ゆかり [声楽家・徳島]  

〃         小松  玲子 [打楽器奏者・香川]  

（平成２９年度）  

よんでん芸術文化功労賞   福崎 至佐子 [ヴァイオリニスト・香川]  

よんでん芸術文化奨励賞   後田  翔平 [声楽家・愛媛]  

（平成３０年度）  

よんでん芸術文化奨励賞   徳永 真一郎 [ギタリスト・徳島県]  

よんでん芸術文化奨励賞   藤谷 佳奈枝 [声 楽 家・香川県]  

（令和元年度）  

よんでん芸術文化賞     山下  義人 [漆芸家・香川県]  

よんでん芸術文化功労賞     森本  忠彦 [洋画家・高知県]  

よんでん芸術文化奨励賞     西田  宣生 [陶芸家・高知県]  

よんでん芸術文化奨励賞   上野  由恵 [ﾌﾙｰﾄ奏者・香川県]  

（令和２年度）  

よんでん芸術文化賞     角田  和夫 [写 真 家・高知県]  

よんでん芸術文化奨励賞   岡   昭宏 [声 楽 家・香川県]  

よんでん芸術文化奨励賞     山田  彩加 [画家・版画家・愛媛県] 

 



（令和３年度）  

よんでん芸術文化賞     大谷 早人 [漆芸家・香川県] 

〃         中ハシ 克シゲ [彫刻家・香川県] 

よんでん芸術文化奨励賞   岡田 昌子 [声楽家・香川県] 

    〃         松木 由子 [砂像彫刻家・高知県] 


