
第４８回岐阜市文芸祭入賞者

賞 ジャンル 氏名 地域 性別 年齢 作品

短　編 原　鞠子 岐阜市 女性 49 異物

児童文学 垂　三郎 埼玉県 男性 61 鎮守の森で

現代詩 栗田　守 各務原市 男性 75 雨に在り

歌　詞 鈴木勝也 京都府 男性 41 そーだのうた

短　歌 富永万里子 岐阜市 女性 73
子育ての重さに耐えることを知り
　　　　　娘からの電話少なくなりぬ

俳　句 日比野則倖 可児市 男性 59 立秋や白線一本校庭に

川　柳 森崎敬玉 羽島市 男性 80 煩悩の海で見事な立ち泳ぎ

連　句 捌 石川　葵 愛知県 女性 59 表合「更衣」の巻

狂　俳 古田友楽 岐阜市 男性 81 鑑　　　　樗良の礎世に朽ちぬ

短　編 南谷哲雄 関市 男性 62 岐阜は嘘つきじゃなかった

児童文学 山崎類範 大阪府 男性 32 ふたりだけの桜

現代詩 藤代万紀子 愛知県 女性 69 紫陽花

歌　詞 蒲　美恵子 岐阜市 女性 72 貝殻ボタンの思い出

短　歌 臼井　均 岐阜市 男性 69
あの日から５００日経つ海の蒼
　　　　　慰藉のごとくに鎮まりて　あを

俳　句 村田通夫 大垣市 男性 78 喜寿は未だ老いにあらずや畑を打つ

川　柳 沢田正司 愛知県 男性 74 自画像に涙の染みた跡がある

連　句 捌　大堀武直 大垣市 男性 67 表合「夏燕」の巻

狂　俳 森川春女 岐阜市 女性 88 青春　　五輪に賭けた夢でかい

短　編 米田朱見 岐阜市 女性 54 枝豆

児童文学 新井　遊 八百津町 男性 44 横笛選考会

現代詩 原　世津子 中津川市 女性 75 砂運び

歌　詞 加納定昭 岐阜市 男性 65 長良川愛歌

短　歌 平下　淳 関市 女性 77
高くたかく葦の水辺の雲雀鳴く
　　　　　もう晩年は足元にある

俳　句 金子閑山 可児市 男性 73 人を待つ片蔭いつかずれてをり

川　柳 早坂冨司子 岐阜市 女性 79 生き甲斐を障害の子と分かちあい

連　句 捌 後藤キヌエ 岐阜市 女性 85 表合「白牡丹」の巻

狂　俳 尾形玉粋 岐阜市 女性 82 粧う山　富士錦繍の裳裾引く

短　編 田口きしゑ 岐阜市 女性 64 最後の授業

児童文学 河村たか子 岐阜市 女性 62 命のバトン

現代詩 木下宏明 土岐市 男性 58 なみだがでぇへん

現代詩 矢島睦美 岐阜市 女性 37 金の環

歌　詞 広瀬真愛 本巣市 女性 17 屈折率

短　歌 斎藤清雄 飛騨市 男性 86
職を退くまで使いたる研磨機に
　　　　　言葉をかけて油さしいる

短　歌 川出香世子 岐阜市 女性 71
赤きリンゴ剥きゆく螺線につながりて
　　　　　ことばの裏も見えかくれする

短　歌 棚橋好江 岐阜市 女性 77
夕映えを蹴り上げけりあげ涙せし
　　　　　未完のままのわが逆上がり

俳　句 新町恵子 大垣市 女性 69 ビストロにワイン傾け巴里祭

俳　句 山田綾子 関市 女性 77 炎天を真っ直ぐに来る炬火リレー

俳　句 水野　一 岐阜市 男性 77 サングラス金の右府像仰ぎ見る

川　柳 今井きよ子 岐阜市 女性 90 団欒の灯りが好きな盆供養

川　柳 皆川幸喜 岐阜市 男性 62 原発のリスクを隠すムラ社会

川　柳 大洞幸子 岐阜市 女性 70 百歳の笑顔こぼれる車椅子

連　句 捌 伊藤弥生 大垣市 女性 74 表合「疲れ鵜」の巻

狂　俳 桜井田津子 美濃市 女性 87 鑑　　　　内助の功が史に薫る

狂　俳 古田照善 岐阜市 男性 76 青春　　謳歌飛翔の明日目指す
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