
西宮市民文化賞受賞者一覧表

受賞年度 種別 氏名または団体名

令和元年度  芸術  伊藤　弘之

（第５８回）  教育  西宮市青少年愛護協議会

 教育  西宮市青少年補導委員連絡協議会

平成３０年度  文化  河内　厚郎

（第５７回）  文化  笑福亭　松喬

平成２９年度  社会事業  井上　晃一

（第５６回）  文化  馬場　和比古

平成２８年度  文化  たかい　よしかず

（第５５回）  スポーツ  関西学院大学体育会サッカー部

 教育  学校法人　大手前学園

 文化  西宮市立上甲子園中学校吹奏楽部

平成２７年度  その他  辰馬　章夫

（第５４回）  芸術  西宮音楽協会

平成２６年度  学術  浅野　仁

（第５３回）  文化  岡﨑　紘一郎

 体育  坂東　鐡二

 芸術  宮本　直介

 社会事業  西宮自然保護協会

平成２５年度  社会事業  菊池　英彰

（第５２回）  社会事業  澤田　隆

 その他  田中　覺

 芸術  穂束　とよ國

 文化  西宮市吹奏楽連盟

平成２４年度  社会事業  安野　照子

（第５１回）  社会事業  田中　京子

 その他  津曲　孝

 スポーツ  関西学院大学体育会アメリカンフットボール部

 社会事業  西宮ユネスコ協会

平成２３年度  その他  稲鍵　雄康

（第５０回）  芸術  羽田　英彦

 その他  財団法人　堀江オルゴール博物館

平成２２年度  芸術  長﨑　稔

（第４９回）  芸術  藤間　志揮城

 社会事業  細谷　正

 学術  安田　丑作

 社会事業  社団法人　西宮青年会議所

平成２１年度  芸術  遠藤　隆稔

（第４８回）  社会事業  太田　博

 学術  林　宜嗣

 教育  学校法人　兵庫医科大学

 社会事業  特定非営利活動法人　西宮市身体障害者連合会
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平成２０年度  芸術  大野　ユタカ

（第４７回）  学術  髙坂　健次

 学術  済川　要

 芸術  藤本　由紀夫

 社会事業  丸山　義一

 教育  学校法人　武庫川学院

平成１９年度  社会事業  池田　キクノ

（第４６回）  教育  尾崎　八郎

 学術  柿木　健一郎

 生活文化  宮原　仁西

 教育  学校法人　関西学院

 その他  阪神甲子園球場

平成１８年度  芸術  佐渡　裕

（第４５回）  社会事業  近藤　浩文

 芸術  武井　泰道

 教育  学校法人　神戸女学院

 生活文化  にしのみや市民祭り協議会

平成１７年度  芸術文化  クロード・チアリ

（第４４回）  社会事業  竹政　順三郎

 学術  多淵　敏樹

 生活文化  樽井　正雄

 産業振興  西宮商工会議所

平成１６年度  社会事業  梅谷　郁郎

（第４３回）  芸術  松尾　昌美

 学術  宮田　満雄

 社会事業  甲子園防犯協会

 芸術  武庫川女子大学附属中学校・高等学校マーチングバンド部

平成１５年度  体育  大谷 　勇

（第４２回）  芸術  墨谷 　華

 学術  眞砂　泰輔

 社会事業  矢田　厚

 生活文化  財団法人　鳴尾会

平成１４年度  教育  武田　建

（第４１回）  文化  谷野　武信

 芸術  松谷　武判

 生活文化  吉井　良隆

 芸術  武庫川女子大学附属中学校・高等学校コーラス部

平成１３年度  その他  長部　文治郎

（第４０回）  芸術  阪口　孝

 教育  茂　純子

 その他  エドワード　マサオ　ツタカワ

 学術  財団法人　辰馬考古資料館

 社会事業  社会福祉法人　西宮市社会福祉協議会
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平成１２年度  社会事業  秋山 喜代子

（第３９回）  生活文化  小笠原 暁

 文化  加登 亙

 学術  山下 忠男

 スポーツ  報徳学園高等学校水泳部

平成１１年度  社会事業  木嶋 巖

（第３８回）  社会事業  豊島 春治

 文化  林 達次

 学術  財団法人　黒川古文化研究所

 生活文化  西宮防犯協会

平成１０年度  芸術  今竹 翠

（第３７回）  社会事業  岡田 八郎

 文化  露の 五郎

 スポーツ  財団法人　日本高等学校野球連盟

 文化  西宮市合唱連盟

平成９年度  芸術  亀井 貞雄

（第３６回）  文化  中西 覚

 学術  矢野 悟道

 芸術文化  西宮芸術文化協会

平成８年度  社会事業  加古 康明

（第３５回）  学術  芝 哲夫

 文化  高田 直和

 学術  山田 康之

平成６年度  文化  有田 光甫

（第３４回）  生活文化  今仲 二九一

 学術  八木 哲浩

 芸術  西宮混声合唱団

平成５年度  体育  井上 剛

（第３３回）  文化  内海 重典

 学術  堯天 義久

 教育  増谷 勲

 その他  財団法人　白鹿記念酒造博物館

平成４年度  音楽  鈴木 竹男

（第３２回）  生活文化  南野 武衛

 スポーツ  堀江 謙一

 学術  西宮市立西宮東高等学校地歴部

平成３年度  社会事業  浅井 靖二

（第３１回）  芸術  石丸 はる江

 生活文化  内藤 國雄

 学術  藤井 堅志

 体育  夙川学院高校ソフトボール部

平成２年度  学術  日下 晃

（第３０回）  社会事業  澁谷 晴爾

 芸術  吉田 文雀

平成元年度  生活文化  菊地 典男

（第２９回）  社会事業  佐藤 脩

 体育  澤松 奈生子
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昭和６３年度  学術  金子　太郎

（第２８回）  芸術  曽木　節

 その他  山口　吉昭

 生活文化  西宮コミュニティ協会

昭和６２年度  その他  阿部 勉

（第２７回）  学術  乾 由明

 社会事業  松本 賢哲

 社会事業  西宮市地域婦人団体協議会

 体育  報徳学園高等学校陸上競技部

昭和６１年度  社会事業  赤井 常隆

（第２６回）  その他  西宮市子ども会協議会

昭和６０年度  農業振興  大原 喜作

（第２５回）  生活文化  南野 三郎

 その他  山縣 冨貴子

 生活文化  鳴尾文化協会

昭和５９年度  社会事業  側垣 雄二

（第２４回）  学術  山内 哲義

 芸術  山口 牧生

 その他  西宮市薬剤師会

昭和５８年度  社会事業  上山 昌子

（第２３回）  学術  古武 弥正

 その他  西宮市民踊協会

 芸術  西宮美術協会

昭和５７年度  芸術  浦山 弘三

（第２２回）  学術  増田 光吉

 社会事業  松山 良一

 その他  西宮市歯科医師会

昭和５６年度  芸術  荒木 高子

（第２１回）  体育  岩野 次郎

 社会事業  長久 清

昭和５５年度  学術  犬養 孝

（第２０回）  体育  定田 章

 芸術  戸塚 きく

昭和５４年度  学術  久山 康

（第１９回）  社会事業  小林 智子

 芸術  松井 正

 社会事業  山田 奈良雄

 芸術  江川バレースクール

昭和５３年度  学術  黒田 徳米

（第１８回）  学術  福島 守雄

 芸術  藤井 二郎

 生活文化  名塩製紙振興会

昭和５２年度  社会事業  大庭 しま

（第１７回）  学術  田岡 香逸

 社会事業  吉田 長春

昭和５１年度  生活文化  東 薫

（第１６回）  社会事業  古薮 広一

4



西宮市民文化賞受賞者一覧表

受賞年度 種別 氏名または団体名

昭和５０年度  学術  野地 脩左

（第１５回）  学術  矢内 正一

昭和４９年度  社会事業  中島 三蔵

（第１４回）  社会事業  藤田　亀太郎

 芸術  柳 歳一

 学術  山川 道子

 体育  報徳学園高等学校野球部

昭和４８年度  芸術  阿波野 青畝

（第１３回）  芸術  木村 知石

 社会事業  棧敷 朝子

 生活文化  西宮文化協会

昭和４７年度  その他  鎌田 廉平

（第１２回）  芸術  喜志 邦三

 社会事業  竹内 愛二

 その他  西宮交響楽団

昭和４６年度  社会事業  大谷 竹次郎

（第１１回）  芸術  亀高 文子

 学術  公江 喜市郎

 体育  馬淵 鹿乃子

 その他  関西学院大学応援団総部吹奏学部

昭和４５年度  芸術  今竹 七郎

（第１０回）  芸術  辻 久子

 その他  橋本 宇太郎

 体育  夙川学院高等学校庭球部

 その他  西宮市ＰＴＡ協議会

昭和４４年度  芸術  河野 通紀

（第９回）  社会事業  小林 ヒテ

 生活文化  野田 誠三

 社会事業  森村 茂樹

 体育  西宮市体育協会

昭和４３年度  体育  澤松　順子・和子

（第８回）  学術  辰馬 吉男

 学術  中川 新吾

 生活文化  吉井 良尚

 社会事業  西宮市環境衛生協議会

昭和４２年度  学術  武藤 誠

（第７回）  芸術  墨谷 清

 体育  丸木　英二

 生活文化  笹部 新太郎

 社会事業  西宮市婦人連絡協議会

昭和４１年度  社会事業  日垣 与一郎

（第６回）  芸術  本庄 光郎

 その他  得津　武史

 社会事業  西宮市連合婦人会

 その他  西宮市医師会
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昭和４０年度  社会事業  大村 太右衛門

（第５回）  社会事業  鈴木 輝彦

 学術  今田 恵

 芸術  津高 和一

 その他  関西学院グリークラブ

昭和３９年度  その他  長部　文治郎

（第４回）  生活文化  作田 良三

 社会事業  西宮青少年団体奉仕会（赤とんぼ）

 体育  武庫川学院体操部

昭和３８年度  芸術  張 源祥

（第３回）  生活文化  井尻 六也

 体育  報徳学園高等学校柔道部

昭和３７年度  社会事業  側垣 基雄

（第２回）  芸術  須田 剋太

 学術  阪神パーク園長 土井弘之

昭和３６年度  社会事業  辰馬　悦蔵

（第１回）  芸術  伊藤慶之助

 生活文化  六甲を緑にする会

 体育  関西学院高等部タッチフットボール部

 その他　  西宮市立今津中学校吹奏学部
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