
小　松　市　文　化　賞
【これまでにお贈りした方々（敬称略）】

受賞年 氏　　　　　名 功績分野 受賞年 氏　　　　　名 功績分野

昭和３９年 川　良雄 歴史 平成　６年 山下　七志郎 文芸

昭和４１年 都賀田　勇馬 彫刻 平成　７年 宮川　哲治 茶道

昭和４２年
小松市科学研究所目付谷
研究グループ

自然科学 平成　７年 明　光男 華道

昭和４３年 沢村　やす（若柳吉矢寿） 日本舞踊 平成　７年 (故）本田　忠男 農業経済

昭和４４年 森松　慶治（森山啓） 文学 平成　８年 松村　精子（松村一精） 華道

昭和４４年 松本　吉二（松本佐吉） 工芸 平成　８年 髙木　弘幸 産業経済

昭和４４年 南部　重造 建築技能 平成　９年 岡本　淳一 社会教育

昭和４５年 岩谷　源二 茶道 平成　９年 加納　實 産業経済

昭和４５年 小松浄曲会 浄瑠璃 平成１０年 岡山　丕彦 教育・福祉

昭和４６年 徳田　八十吉（二代徳田八十吉） 工芸 平成１０年 浅蔵　与成（三代浅蔵五十吉） 工芸

昭和４６年 浅蔵　与作（二代浅蔵五十吉） 工芸 平成１１年 西村　倭子 教育・福祉

昭和４６年 中田　恒夫 歴史 平成１１年 越田　健一郎 工芸

昭和４７年 代崎　良丸 自然科学 平成１２年 谷口　佶 教育ボランティア

昭和４７年 二木　秀（二木紫石） 日本画 平成１２年 松本　昇 洋画

昭和４８年 新藤　與吉（新藤松華） 日本画 平成１３年 木下　健次 音楽

昭和４８年 平野　弥須松（平野一昇） 華道 平成１３年 勝木　育夫 社会体育

昭和４８年 加南地方史研究会 歴史 平成１４年 吉田　稔（吉田美統） 工芸

昭和５０年 小倉　久 産業 平成１４年 木崎　馨山 社会福祉

昭和５０年 大瀬　秀次郎（大瀬飛天） 俳文学 平成１５年 荒木　良平 保健教育

昭和５１年 越田　喜一（越田基一） 工芸 平成１５年 勝木　道夫 社会体育・科学

昭和５１年 清水　ひな 社会教育 平成１５年 （故）黒田　磨 経済・教育

昭和５１年 麦谷　万次郎 能楽 平成１６年 土中　幸雄 農業経済

昭和５２年 伊藤　繁之 社会福祉 平成１６年 吉田　正八（吉田荘八） 工芸

昭和５３年 喜多　庄助 障害児教育 平成１７年 蓮井　正亮 美術・保健教育

昭和５４年 中山　佐一郎 自然科学 平成１７年 勝木　倶子 社会福祉・教育

昭和５５年 加登　周一 美術一般 平成１８年 北村　正彦 社会体育

昭和５５年 尾坂　薫 音楽 平成１８年 室戸　實 産業経済

昭和５６年 松村　秀夫 洋画 平成１８年 （故）中谷　淳子 工芸・社会教育

昭和５６年 村井　すみ（村井宗弥） 茶道 平成１９年 勝木　滿子 ボランティア・社会教育

昭和５６年 加藤　良平（加藤石州） 書道 平成１９年 下道　良平 工芸

昭和５７年 田村　利臣（田村金星） 工芸 平成２０年 伊藤　貞之 社会福祉・経済

昭和５８年 有東　絹子 社会教育 平成２０年 矢原　珠美子 教育

昭和５８年 高　陶岳 工芸 平成２１年 後藤　長平 芸能・歴史

昭和５８年 能和会 茶道 平成２１年 板尾　昭榮 産業経済

昭和５９年 久木　孝作 社会教育 平成２２年 仲谷　純三 社会教育

昭和６０年 上出　衛 農業 平成２２年 関戸　信次 自然科学

昭和６０年
小松市立女子高等学校ハ
ンドボール部

スポーツ 平成２３年 高熊　美津江 邦楽

昭和６１年 西出　外吉（西出外佶） 洋画 平成２４年 金戸　隆幸 文芸

昭和６２年 塚林　有明 産業経済 平成２４年 中田　一於 工芸

昭和６２年 北野　勝次 歴史 平成２５年 田村　清健 産業経済

昭和６３年 西尾　徳松 社会教育 平成２５年 北野　勝彦 教育・歌舞伎

昭和６３年 岩田　秀 社会福祉 平成２６年 中谷　藤房 福祉医療・俳文学

平成 元年 國分　茂保 社会教育 平成２６年 岩谷　登美子 茶道

平成　２年 徳田　八十吉（三代徳田八十吉） 工芸 平成２７年 有川　光造 林業

平成　３年 中谷　亮一 社会教育 平成２７年 東田　郁三 農業

平成　３年 塚本　信吉 産業経済 平成２８年 生駒　悦子 華道・茶道

平成　４年 宮崎　榮 社会教育 平成２８年 見谷　巖 保健・福祉

平成　４年 南　愛子 幼児教育 平成２９年 和田　衞 産業経済

平成　５年 清水　又男 社会教育 平成３０年 秋山　典子 医療・福祉

平成　５年 (故）今川　透 音楽 令和元年 山前　圭佑 教育・歴史・文化



小　松　市　文　化　賞
【これまでにお贈りした方々（敬称略）】

受賞年 氏　　　　　名 功績分野

令和２年 米谷　恒洋 経済・高等教育

令和２年 中山　賢一 産業経済

令和３年 縄　紘平 産業・文化・教育

令和３年 藤田　勝男 自然環境・教育

令和４年 山本　勇 文化・美術振興


