
No. 年度 氏名・団体名 分野 住所等
江﨑　敏夫 陶芸 天間
滝川　政市 書道 水戸島本町
中山　芳明 自然科学 今泉
宮田　玄英 音楽 大淵
駿河郷土史研究会 郷土史 会長　鈴木富男
石田　善彦 絵画 本町
貫名　實 書道 松岡
庭山　くに 茶道 青葉町
水城　孝 短歌 伝法
鵜無ヶ渕神楽保存会 民俗芸能 会長　鈴木米作
漆畑　千代子 邦楽 吉原
関　貞雄 盆栽 本市場
吉村　欽吾 絵画 富士岡
鷹岡シネサークル 8ミリ映画 会長　鈴木久一
富士の型染グループ 工芸 代表者　小山もと子
植村　壽男 音楽 本市場新田
野沢　秀典 絵画 中島
三浦　久代 ペン書道 今泉4丁目
若柳　吉以智 民踊 永田北町
富士交響吹奏楽団 音楽 会長　小林忠
菊池　柾寿 絵画 大淵
久保田　花鵬 書道 松岡
森　親靜 邦楽 伝法
富士演劇研究会 演劇 代表者　桑原敏
富士市少年少女合唱団 音楽 代表者　辻村典枝
石川　喬雄 音楽 松本
鈴木　堯風 書道 大淵
鈴木　道雄 陶芸 鈴川町
涌田　知津子 華道 江尾
富士市フラワーデザイナー研究連盟 手芸 会長　古郡博子
杵家　弥佐代 邦楽 富士見台
瀬尾　せつ子 ペン書道 広見東本町
渡辺　邦雄 茶道 中央町
富士ジュニア・リードオーケストラ 音楽 代表者　伊藤直行（今泉小）
富士青風盆栽会 盆栽 代表者　若林久樹
鈴木　良雄 音楽 柚木
高塚　春子 音楽 水戸島
高橋　三界 書道 今井
丸茂　湛祥 芸術一般 伝法
静岡県立富士高等学校百人一首部 文化活動 代表者　堀江俊也
泉　裕紀 舞踊 大淵
釘谷　芳男 文芸 大淵
佐野　稔 絵画 松岡
名倉　英雄 邦楽 石坂
酒井　八美 文芸 中丸
塩澤　敏子 工芸 平垣本町
鈴木　巖 学術 中島
鳥居　厚夫 美術 大淵
奈木　盛雄 郷土史 国久保
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小澤　鈴代 音楽 大淵
鈴木　芳雄 写真 中央町
高梨　昭次 社会科学 本市場
渡辺　操 茶道 柚木
寒竹浅間神社富士岡神楽保存会 郷土芸能 代表者　神谷宏
辻村　典枝 音楽 津田町
土屋　洋子 邦楽 上横割
渡辺　信明 絵画 五貫島
渡辺　弘子 学術 中里
かりがね護所太鼓保存会 郷土芸能 代表者　中司博明
市村　ひろみ 音楽 水戸島
遠藤　友子 絵画 永田町
小野田　順一 書道 原田
東比奈諏訪神社大龍の舞保存会 郷土芸能 代表者　吉村孝夫
池田　信一 絵画 中里
漆畑　勇司 彫刻 柳島
佐野　幸子 茶道 国久保
静岡県富士見高等学校吹奏楽部 音楽 代表者　石川喬雄
大漁木やり唄中丸保存会 郷土芸能 代表者　味岡政彦
佐藤　行已 華道 国久保
西山　裕三 ペン書道 厚原
古郡　博子 ﾌﾗﾜｰﾃﾞｻﾞｲﾝ 伝法
関口　一幸 絵画 中野
長島　澄子 文芸 原田
村松　滋司 書道 水戸島本町
山梨　尚美 創作ダンス 今泉
天間太鼓保存会 郷土芸能 天間
篠ヶ瀬　卓二 自然科学 中里
芹澤　壽夫 郷土史 伝法
原田清流子供太鼓保存会 郷土芸能 代表者　荻野義
小林　スミ代 日本画 中野
鈴木　金子　（鈴木　錦苑） 書道 瓜島町
渡邉　繁治 郷土史 今井
静岡県立富士高等学校新聞部 文化活動 代表者　竹谷勝
大久保　重忠 邦楽 富士見台
城所　満 絵画 国久保
増田　恒子 民踊 蓼原
池坊富士支部 華道 代表者　佐藤行已
茅原　初子 音楽 川成島
齊藤　金洋 文化活動 比奈
萩原　明美 音楽 三ツ沢
嶺脇　榮太郎 民謡 富士見台
富士フィルハーモニー管弦楽団 音楽 代表者　船村雅彦
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