
題字：原田凍谷



■作品規格 ◇枠張、屏風、軸（縦に限る）または額に表装のこと。 第5部は裏打ち仮巻も認めます。

◇ガラス、 アクリルの使用は認めません。 ただし、第5部については制限しません。

■仕上寸法 半切 0.50m x 1.80m以内 縦横自由※

第1部
3X3 0.90m x 0.90m以内 ケ

l 
3X6 0. 90m x 1.80m以内 ケ

3.5 X 4.5 1.OSm X 1.35m以内 It 

第4部 4X4 1.20m x 1.20m以内 // 

2X8 0.60m x 2.40m以内 // 

第5部 小画仙全紙2分の1以下 （ 額装の場合は、0.70m x 0.70m以内）

※軸装の場合は縦に限る

■出 品料 第1部～第4部／1点 5,000円 第5部／1点 3,000円
◇郵便振替の場合は、 00890-6-8509 道風展運営委員会

（①出品者の住所②名前③電話番号④部門⑤出品点数⑥指導者名⑦搬入出取扱業者を記載のこと）
◇銀行振込の場合は、 大垣共立銀行 春日井市役所出張所

普通預金 404614 道風展運営委員会

■出品注意 ◇出品票は楷書で全て記入のこと。 ※入賞者名簿への掲載時に使用したい漢字で記入してください。
◇団体出品の場合は、 別に団体出品名簿を添付のこと。

■搬 入日 2022年10月4日（火） 午前9時30分～正午
※郵送の場合は9月27日（火）～10月1日（土）必着のこと。

（月曜日は中央公民館が休館日のため届きません）

■搬入場所 〒486-0913 春日井市柏原町1丁目97番地1 春日井市立中央公民館内 道風展事務所

■搬 出日 2022年11月6日（日） 午後3時～
（搬出日に作品の引取りができないときはご連絡ください）

※11月13日（日）までに引取りがない場合は、作品輸送費着払いにて返送します。

■搬出場所 〒486-0844 春日井市鳥居松町5丁目44番地

文化フォ ーラム春日井・ギャラリ ー及び春日井市役所11・12階

■開会式・表彰式 2022年10月30日（日） 午前10時00分～ 春日井市民会館

■作品解説会 2022年11月3日（木・祝）時間未定 文化フォ ーラム春日井・交流アトリウム
※開催時間については決定次第、（公財）かすがい市民文化財団HPでお知らせします。

■ 賞 文部科学大臣賞、 愛知県知事賞、春日井市長賞、 かすがい市民文化財団理事長賞、
中日新聞社賞、 愛知県教育委員会賞、春日井市教育委員会賞、 愛知県議会議長賞、
春日井市議会議長賞、 中部日本書道会賞、 観光コンベンション協会会長賞、
小野道風公遺跡保存会賞、 秋萩賞、 奨励賞、 特選、 準特選、 秀逸、 佳作
※第5部については、 推薦、 入選

■そ の他 ◇第1部漢字の臨書作品は運営委員により鑑審査を行います。
◇審査の結果、選ばれた作品を展示します。

◇文部科学大臣賞、 愛知県知事賞、春日井市長賞については、 会期後高蔵寺まなびと交
流センタ ー ・西部ふれあいセンタ ー ・春日井市役所にて展示します。
ただし、 高蔵寺まなびと交流センタ ー については、 愛知県知事賞以上のみの展示とな
ります。

◇作品の取扱いには十分注意しますが、 不可抗力による破損にはその責任を負いません。
◇入賞者名簿を販売します。 (1部700円）
◇応募者は、 応募作品を、 ①その発表のために必要な利用 （入賞者名簿作成、 展示、 イ

ンタ ー ネット上での公開など） をすること ②主催者が本事業を広報するための印刷
物やホ ー ムペ ー ジに利用すること ③主催者が本事業の記録として保存するために複
製することについて、 同意したものとします。

■審 査 本年度当番審査員によって行います。

■審査会員 〇印は本年度当番

（第1部）
相川 千涯 青山 高陽 浅井 径桜 浅井 紫泉 浅井 紫峰 天野 梢華 0天野 白雲
荒川 恵風 荒木 泉蓉 安藤 秀川 安藤 清舟 安藤 美泉 安藤 餘香 家田 翠樫
井口 方燕 石上 桃李 石川 明加 石原 春香 石原 整風 磯谷 凄聴 磯和 鴻東
市川 嶺華 市野 香嶺 伊藤 杏畢 伊藤 綾華 伊藤 恭子 0伊藤 暁嶺 伊藤 吟雪
伊藤 玄圃 伊藤 紅樹 伊藤 春瑶 〇伊藤 昌石 伊藤 小滸 0伊藤 新川 伊藤 真葉
伊藤 翠香 伊藤 静雅 〇伊藤 仙滸 伊藤 卿亭 伊藤 美扇 伊藤 美泉 伊藤 龍仙
伊藤 玲香 犬飼 滸華 井上 紫水 猪又 松峰 今井 仙童 今田 紅深 入谷 霞流
岩井 榮華 岩田 澗流 岩本 瑞華 植田 秀穂 上田 青畦 上田 賦草 上松 早苗
宇佐美匠香 牛田 美泉 内田 翠径 梅村 鴬谷 梅村 彩香 江口 大濤 榎本 照乃
遠藤 栄久 塩谷 秀蘭 0大池 青苓 大鐘 紫陽 大上 憧花 大木 青嵐 大曽根弘風
太田 湘山 太田 佳香 太田 雅堂 太田 青華 大塚 窓月 大野 樹抱 大森 香鶴
小笠原青華 緒方 津苑 奥田 蘭庭 奥村 三葉 奥村 朱華 奥村 碧洋 尾醤 紫光
長村 子鴻 小澤 佳路 尾関 楊花 〇落合 深淵 小野 蹂泉 小原 紫明 0風岡 五城

〇梶山 夏舟 梶山 盛涛 片原 秀園 片山 清洲 加地 孤握 勝海 芝香 加藤 岬舟
加藤 永樵 加藤 花畦 加藤 紅泉 加藤 子華 加藤 矢舟 加藤 松雲 加藤 松翠
加藤 翠影 加藤 翠林 加藤 青龍 加藤 碧涛 金丸 翠石 上小倉積山 神谷 緑泉

〇神谷 采邑 神谷 松扇 神谷 素景 亀井 小琴 亀山 雪峰 河合 翠月 川浦 碧涸
0川崎 尚麗 河田 聖翠 河津 紫雪 北岡 青滲 木戸 竹葉 〇鬼頭 翔雲 木俣 紫香
0木村 大澤 草野 慧泉 葛谷 恵園 〇工藤 俊朴 久納 竹景 倉田 瀞碧 倉田 珪延

倉地 西萩 倉橋 華仙 倉橋 高堂 栗本 珠路 厨 柳青 黒川 虚宇 黒川 鵬宵
黒野 芝香 小池 玲翠 小島 岐香 小島 瑞柳 小島 雪舟 児島 泰碩 小島 泰子
小塚 珠香 後藤 光飛 後藤 春洋 後藤 松姻 0後藤 汀鶯 小林 祥鶴 権田 穂園
近藤 青滉 近藤 梅鶯 近藤 晴翠 近藤 翠香 0近藤 素光 0近藤 芳玉 斉藤 千秋
佐久美泉涯 桜井 柳紫 桜場 龍峰 酒向 清谷 佐々木見枝子 佐藤 水香 佐藤 華泉
佐藤 慶雲 佐藤 桑碩 佐山 美楓 澤 瑶沙 沢井 鴻風 〇篠田 祥濤 柴田 秋水
柴間 秀瑶 清水 翠芳 志水 憬堂 清水 流香 志村 松琴 下村 汀柳 庄田 華鳳
白井 景星 白木 紫香 新海 峰永 菅沼 貴香 杉江 秀城 杉山 痩川 菅生 撮堂
鈴木 花園 鈴木 華瑶 鈴木 彩鴻 鈴木 瑞象 鈴木 静苑 鈴木 静香 鈴木 青楓
鈴木 蘭峰 関戸 海越 世古口大虚 説田 朱麗 仙石 祥香 千田 京華 高井 香園
高井 東里 高木 玄齊 高桑 厳風 高須 大河 高田 香破 高橋 華堂 高橋 秀箭
高橋 竹香 高松 秀翠 滝 白雅 田口 勢望 竹内 清泉 竹内 梅泉 武田 晶庭
武山 朝路 武山 翠屋 0田代 春苑 楯 青萌 田中 石雲 田中 白雲 谷 鴻風
谷口 誘苑 谷口 竹城 〇樽本 樹邦 多和田墨濤 千葉 晨翠 〇柘 英峰 〇津田 秋月
土屋 小苑 土屋 陽山 角田 紫苑 坪井 景照 寺尾 桑林 寺田 樹風 栂 春泉
戸崎 翠虹 戸田 青楓 戸松 香苑 戸松 紅翠 富田 栄楽 冨永 奇昴 鳥居 竹泉
中井 港星 永井 青楓 0中川 貴舟 中川 瑞玉 中川 星光 中川 麗香 永坂 抱月
永谷 恵子 0中野 玉英 中林 景 0中林 蕗風 中村 華風 0中村 秀峰 中村 翠雲
中村 清園 中村 清岳 中村 曽南 中村 竹童 中村 峰泉 新美 秋鳳 新美 珠光
西 恵香 西川原翠苑 丹羽 春蘭 丹羽 峰仙 野田 虹園 野村 暁峰 野村 揚月
萩野 琴苑 萩野 湖翠 長谷川春香 長谷川顔山 波多野香葉 服部 青洞 服部 蘇華
早川 和子 早川 泰山 林 幸湖 林 紫香 林 春翠 林 如華 林 大樹
林 天翔 林 柏堂 早瀬 海 原 霞扇 坂野 竹童 坂野 渚月 日江井芝香

OB比野桃花 平賀 秀園 平野 公鶴 平野 公慎 平松 采桂 0平松 紫雲 平松 心華
広井 秀琳 深見 蒼海 福岡 林泉 福谷 旭濤 藤澤 秋嶺 藤田 寒樹 藤村 真徳
藤原 桃李 古川 花渓 古川 侃司 古川 昇史 古田 春華 堀 穂慧 堀場 図南
本間 翠眉 牧 仙岳 増田 春暉 松浦 華苑 松崎 青漣 松佐古漢水 松澤 昂永

0松下 英風 松田 樹幹 0松永 清石 丸山 聖峰 三浦 景波 三神 榮軒 水田 珪華
溝口 純華 美濃羽城開 0宮崎 富山 宮田 清風 宮部 采蓮 三代 雄峯 村上 史麗
村田 光柊 毛利 暁草 毛利 恵風 望月 希彩 元祐 秀蘭 杯禾 絹泉 杯禾 紅雀
林禾 清暉 林＊ 清葉 林禾 冬華 林禾 政子 林禾 隆城 森部 智榮 森本 夏
八木 彩花 矢田 紀香 山内 江鶴 0山川 昌泉 山際 雲峰 山下 和芳 山田 海石
山田 杏華 山田 啓峰 山田 白陽 山中 桂山 山本 晴城 山脇 三枝 0横井 宏軒
吉川 清軒 吉田 江楓 吉田 桃花 吉村 美雪 吉村 峰燕 米田 厘陽 鷲野 紫箪
渡辺 慶心 渡辺 月渾 （計373名）

溪




