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令和４年度京都市文化功労者の表彰について 

 

 京都市では、毎年、永年にわたり本市の文化の向上に多大な御功労をいただいた

方々を「京都市文化功労者」として表彰しています。 

この度、令和４年度の文化功労者について下記のとおり表彰し、１２月２３日（金）

に表彰式を行いますので、お知らせします。 

なお、この制度は昭和４３年度に創設し、令和３年度までに計２９７名の方々を表

彰しています。 

 

記 

 

１ 被表彰者 ※敬称略・五十音順 

小倉
お ぐ ら

 淳史
あ つ し

     （染織） 

加藤
か と う

 登紀子
と き こ

    （音楽（歌謡曲）） 

河村
かわむら

 和重
かずしげ

     （能楽） 

清水
きよみず

 六兵衞
ろ く べ え

（八代）（陶芸） 

栗木
く り き

 京子
きょうこ

     （文学（短歌）） 

建
たて

畠
はた

 晢
あきら

         （学術（美術）、文学（詩）） 

中原
なかはら

 浩
こう

大
だい

       （現代美術） 

西野
に し の

 陽一
よういち

     （日本画） 

山部
や ま べ

 泰司
や す し

        （洋画） 

 
２ 表彰式 

⑴ 日時 

令和４年１２月２３日（金） 午前１１時～ 

⑵ 場所 

京都市役所 本庁舎４階 正庁の間 

⑶ 出席者 

被表彰者及び同伴者 

田中 明秀   京都市会議長 

 田 孝雄   京都市会副議長 

かわしま 優子 京都市会文化環境委員会委員長 

潮江 宏三   京都市文化功労者審査会委員代表 

門川 大作   京都市長 

吉田 良比呂  京都市副市長 

山中 博昭   京都市文化芸術政策監 



⑷ 次第 

開会 

来賓紹介 

表彰状の授与 

挨拶      門川 大作  京都市長 

祝辞      田中 明秀  京都市会議長 

祝辞・功績紹介 潮江 宏三  京都市文化功労者審査会委員代表 

被表彰者御挨拶 

閉会 

 



小倉 淳史 おぐら あつし
染織／京都市中京区

（76歳）

＜略歴＞
・京都市出身
・寺石正作氏に染の基礎を学ぶ（昭和38年）
・父・小倉建亮氏の下で修行を始める（昭和41年）
・日本伝統工芸近畿展 鑑・審査委員
（平成28～令和4年）
・日本伝統工芸染織展 鑑・審査委員（令和4年）

＜現在＞
・日本工芸会正会員

＜主な受賞歴等＞
・日本伝統工芸展初入選（昭和50年）
・全国青年伝統工芸展最高賞（昭和56年）
・紺綬褒章（平成10年）
・日本伝統工芸染織展 文部科学大臣賞
（平成27、令和2年）
・日本伝統工芸展 文部科学大臣賞（平成30年）
・京都府指定無形文化財「絞り染」保持者認定
（令和元年）

＜主な活動等＞
・NHKの依頼により、徳川美術館所蔵、徳川家康の小袖「葵紋散し辻が花」、「槍梅模様辻が花」を復元
（昭和63年）
・【個展】（赤坂遊ギャラリー／東京／平成3、5、8年）
・京都国立博物館蔵の小袖「藤棚に亀甲つなぎ肩裾模様辻が花」の欠損部分を復元（平成10年）
・「日本の絞り」小倉家一門展（ライス・ミュージアム／ドイツ／平成13年）
・友禅史会所有の「束熨斗模様振袖（重要文化財）」の欠損部分を山川暁氏の指導により復元（平成18年）
・【個展】雨を聴く、陽を語る（銀座洋協ホール／東京／平成20年）
・島根県太田市石見銀山世界遺産センターの依頼により、徳川家康の丁子文小袖（重要文化財）を河上繁樹氏の
指導により復元（平成21年）

・【個展】纐纐颯爽（高宮画廊／大阪／平成22年）
・【個展】（銀座もとじ／東京／平成24、27、29、令和2年）
・【個展】（伊勢丹新宿店／東京／令和4年）

＜代表作等＞

【功績】
130年以上の染織の歴史を持つ小倉家の四代目・小倉建亮氏の⾧男として、京都市に生まれる。17歳で寺石正作氏

にデッサン、色彩構成など染の基礎を学び、20歳から父の小倉建亮氏の下で友禅、絞り、辻が花の修行を始める。
日本古来からの絞り染めの技術を駆使し、独自の感性による現代的な着物作品を発表。縫い、絞り、染めを何度も重

ねることで生み出された作品は、大胆なデザイン構成と透明感のある色調を特徴としている。その確かな技術とデザイン力が
高く評価され、徳川家康の小袖の復元をはじめ、数々の染織品の復元にも携わっている。
昭和50年に日本伝統工芸展で初入選して以降、数々の賞を受賞。令和元年度には、京都府指定無形文化財「絞り

染」保持者に認定された。

絞り染訪問着《緑影の迹》
日本伝統工芸展文部科学大臣賞
（平成30年）

絞り染訪問着《The junction》
日本伝統工芸染織展文部科学大臣賞
（令和2年）

年齢は令和4年12月23日現在



加藤 登紀子 かとう ときこ
音楽（歌謡曲）／東京都渋谷区

（78歳）

【功績】
満州ハルビンに生まれ、幼少期を京都で過ごす。東京大学在学中に日本アマチュアシャンソンコンクールで優勝し歌手デ

ビュー。
昭和45年にリリースした「知床旅情」はミリオンセラーとなり、昭和46年に2度目となる日本レコード大賞歌唱賞を受賞。

同年末のNHK紅白歌合戦へ初出場を果たす。以後、80枚以上のアルバムと多くのヒット曲を世に送り出す。
また、地球環境問題にも取り組み、平成12~23年には環境省・UNEP国連環境計画親善大使としてアジア各地を訪

れ、自らの目で見た自然環境の現状を広く伝え、音楽を通じた交流を重ねた。
コンサートも多数行い、年末恒例の日本酒を飲みながら歌う「ほろ酔いコンサート」は、今年50年目を迎え、京都をはじめ

全国で開催される。令和4年5月には、ウクライナ支援のチャリティーアルバムを発表するなど、意欲的に活動している。

歌手

＜略歴＞
・満州ハルビンに生まれ､京都市で幼少期を過ごす
・東京大学在学中に日本アマチュアシャンソンコンクールで優勝し
歌手デビュー（昭和40年）

・東京大学文学部卒業（昭和43年）
・環境省・UNEP国連環境計画親善大使（平成12～23年）

＜現在＞
・WWFジャパン顧問及びWWFパンダ大使
・滋賀ふるさと大使
・日本訳詩家協会会⾧
・島根県ふるさと親善大使「遣島使」
・星槎大学共生科学部客員教授
・「地球環境の殿堂」選考委員

＜主な活動等＞
・「ひとり寝の子守唄」「百万本のバラ」「知床旅情」など、数多くの名作を生み出した
・女優として映画「居酒屋兆治」に高倉健氏の女房役として出演（昭和58年）
・宮崎駿監督のスタジオジブリ・アニメ映画「紅の豚」では声優としてマダム・ジーナ役を演じた（平成4年）
・加藤登紀子55th Anniversary コンサート「未来への詩」（Bunkamuraオーチャードホール／東京／令和2年）
・ウクライナ支援チャリティーアルバム「果てなき大地の上に」発売（令和4年）、アルバムの売り上げは日本チェルノブイリ
連帯基金を通じてウクライナ難民支援に供される

・令和2年9月より、YouTubeで登紀子「土の日」ライブを毎月11日に配信

＜京都市との関わり＞
・二条城築城400年記念「二条城国際音楽祭」テーマソング作詞・作曲（平成15年）
・円山コンサート（フォークコンサート「京の旅人again」）出演（平成30年）

＜主な受賞歴等＞
・日本レコード大賞新人賞
（「赤い風船」／昭和41年）
・日本レコード大賞歌唱賞
（「ひとり寝の子守唄」／昭和44年）
・日本レコード大賞歌唱賞
（「知床旅情」／昭和46年）
・フランス政府 芸術文化勲章「シュバリエ」
（平成4年）

＜代表作等＞

ほろ酔いコンサート2022
～ほろ酔い50年祭～（令和4年）

ウクライナ支援チャリティーアルバム
「果てなき大地の上に」（令和4年）

年齢は令和4年12月23日現在

『百万本のバラ物語』
（光文社／令和4年）



河村 和重 かわむら かずしげ
能楽／京都市上京区

（70歳）

【功績】
能楽師・河村禎二氏の⾧男として生まれ、幼少より父と祖父・山本博之氏に師事。昭和41年には十二世・林喜右衛

門氏に入門。これまでに「千歳」「石橋」「猩々乱」「道成寺」「安宅」「翁」「砧」「望月」「三輪 白式神神楽」「卒都婆小
町」「鸚鵡小町」を披く。
アメリカ・カナダ・フランス・ギリシャなど海外での公演経験も豊富であり、能楽の魅力を国内のみならず海外にも伝えている。
現在は、河村能舞台の当主として河村一門を束ねるのみならず、地謡の統率者である地頭としての実力から、多くの能

楽師に信頼を寄せられる存在であり、永年にわたり能を支えてきた陰の立役者である。
平成4年京都市芸術新人賞受賞。平成10年には重要無形文化財保持者に認定された。

観世流シテ方
舞台「河村能舞台」当主

＜略歴＞
・京都市出身
・父・河村禎二氏及び十二世・林喜右衛門氏に師事
・「鞍馬天狗」花見にて初舞台（昭和31年）
・「猩々」初シテ（昭和36年）

＜現在＞
・京都能楽会 常任理事
・京都観世会 理事
・一般社団法人日本能楽会 会員
・公益社団法人能楽協会 会員

＜主な活動等＞
・河村定期研能会、林定期能、京都観世会例会をはじめ、能楽公演に多数出演
・アメリカ・カナダ・フランス・ギリシャなど海外でも公演を行う
・京都観世会の公式Youtubeチャンネルにおいて素謡｢高砂｣、仕舞「玄象」を披露（令和2年）

＜京都市との関わり＞
・京都薪能（京都市・京都能楽会共催）に昭和36年から出演
・五感で感じる和の文化事業 京都創生座第8回公演「四神記 ―神降る都の物語―」
（京都芸術劇場 春秋座／平成24年）

・素謡の会「平家を謡ふ」 第四回「大原御幸」（京都芸術センター／平成25年）
・舞台芸術としての伝統芸能vol.2 能楽「鷹姫」（ロームシアター京都／令和元年）
・能楽チャリティ公演～被災地復興、京都からの祈り～（ロームシアター京都／令和元年）

＜主な受賞歴等＞
・大阪文化祭賞（「松風」のツレ／昭和51年）
・京都市芸術新人賞（平成４年）
・重要無形文化財保持者（総合認定）（平成10年）

＜代表作等＞

京都薪能（平安神宮／令和4年）
能楽チャリティ公演～被災地復興、京都からの祈り～
（ロームシアター京都／令和元年度）

年齢は令和4年12月23日現在



八代 清水 六兵衞 きよみず ろくべえ
陶芸／京都市左京区

（68歳）

＜略歴＞
・七代 清水六兵衞の⾧男として、京都市東山区に生まれる
・早稲田大学理工学部建築学科卒業（昭和54年）
・京都府立陶工職業訓練校で轆轤、京都市工業試験場で釉薬を学び、
本格的に作陶活動に入る

・朝日陶芸展でグランプリデビューを飾る（昭和58年）
・八代 清水六兵衞襲名（平成12年）

＜現在＞
・瓜生山学園京都芸術大学教授
・国際陶芸アカデミー（IAC）会員 ・東洋陶磁学会会員
・日本陶磁協会会員 ・京都美術工芸作家協会会員

＜主な受賞歴等＞
・朝日陶芸展グランプリ
（昭和58、61年）
・中日国際陶芸展 外務大臣賞
（昭和61年）
・京都市芸術新人賞（昭和63年）
・京都府文化賞奨励賞（平成5年）、
同功労賞（平成21年）

・タカシマヤ美術賞（平成11年）
・日本陶磁協会賞（平成17年）
・京都美術文化賞（平成25年）

＜主な活動等＞
・【個展】全国各地で開催
・現代の陶芸（和歌山県立近代美術館／平成2年）
・ファエンツァ国際陶芸展（ファエンツァ／イタリア／平成5、7年）
・クレイワーク （国立国際美術館／大阪／平成6年）
・京都の工芸［1945－2000］（京都国立近代美術館、東京国立近代美術館工芸館／平成13年）
・国際現代陶芸招待展（台北縣立鶯歌陶瓷博物館／台湾／平成14年）
・清水六兵衞歴代展（千葉市美術館／平成16年）
・清水六兵衞家―京の華やぎ―（愛知県陶磁資料館／平成25年）
・革新の工芸（東京国立近代美術館工芸館／平成28年）

＜京都市との関わり＞
・美術選抜展（京都市美術館／昭和63～平成4年）
・平安建都1200年記念 美術選抜展（京都市美術館／平成6年）
・新鋭美術選抜展（京都市美術館／平成10、12年）

＜代表作等＞

【功績】
七代 清水六兵衞の⾧男として、京都市東山区に生まれる。早稲田大学理工学部建築学科を卒業後、京都府立陶

工職業訓練校（現 京都府立陶工高等技術専門校）で 、京都市工業試験場（現 京都市産業技術研究所）
で を学び、昭和58年に朝日陶芸展でグランプリデビューを飾る。その後も数々の公募展において受賞を重ね、平成
12年に八代 清水六兵衞を襲名。
土を板状にのばして作る「タタラ成形」という技法で、幾何学的なフォルムを持つ立体作品を発表。「空間」を意識した作

品づくりにこだわり、現代的デザインで独自の造形作品を創作する。平成21年京都府文化賞功労賞、平成25年京都美
術文化賞を受賞。歴代の清水六兵衞が、伝統を生かしつつ常に革新を打ち出してきたように、現在まで約250年続く歴
史を守りながら、独自のスタイルを生み出す。瓜生山学園京都芸術大学で教鞭も執り、後進の育成にも尽力している。

《TRANSFORMATION》
（京都迎賓館／平成17年） 《シャフトB》（令和3年度）

年齢は令和4年12月23日現在

轆
ろく

轤
ろ

 
釉薬
ゆうやく

 



栗木 京子 くりき きょうこ
文学（短歌）／東京都足立区

（68歳）

本名 中原 京子（なかはら きょうこ）

＜略歴＞
・愛知県名古屋市出身
・京都大学在学中に「コスモス」に入会
（昭和50～54年）
・「二十歳の譜」で角川短歌賞次席
（昭和50年）
・京都大学理学部卒業（昭和52年）
・京都大学短歌会顧問であり､「塔」短
歌会を結成した､高安国世氏に師事

・「塔」入会（昭和56年）

＜現在＞
・現代歌人協会理事⾧

＜主な活動等＞
・歌集『水惑星』（雁書館／昭和59年） ・歌集『中庭（パティオ）』 （雁書館／平成2年）
・歌集『万葉の月』（柊書房／平成11年） ・入門書『短歌を楽しむ』（岩波書店／平成11年）
・歌集『夏のうしろ』（短歌研究社／平成15年） ・歌集『けむり水晶 角川短歌叢書』(ＫＡＤＯＫＡＷＡ／平成18年)
・評論集『名歌集探訪』（ながらみ書房／平成19年） ・入門書『短歌をつくろう』 （岩波書店／平成22年）
・歌集『水仙の章』（砂子屋書房／平成25年） ・評論集『うたあわせの悦び』（ 短歌研究社／平成25年）
・評論集『現代女性秀歌』（NHK出版／平成26年） ・歌集『南の窓から』（ふらんす堂／平成29年）
・歌集『ランプの精』（現代短歌社／平成30年）

・歌誌「塔」､「読売歌壇」､「NHK短歌」の選者や､若山牧水賞などの数多くの選考委員を務める

＜主な受賞歴等＞
・読売文学賞詩歌俳句賞､若山牧水賞（平成16年）
（歌集『夏のうしろ』（短歌研究社／平成15年））
・山本健吉文学賞､芸術選奨文部科学大臣賞､迢空賞（平成19年）
（歌集『けむり水晶 角川短歌叢書』（ＫＡＤＯＫＡＷＡ／平成18年））
・斎藤茂吉短歌文学賞､前川佐美雄賞（平成26年）
（歌集『水仙の章』（砂子屋書房／平成25年））
・紫綬褒章（平成26年）
・毎日芸術賞､小野市詩歌文学賞（平成31年）
（歌集『ランプの精』（現代短歌社／平成30年））
・さいたま市文化賞（令和4年）

＜活動画像＞

【功績】
京都大学在学中に短歌と出会い、高安国世氏に師事。昭和56年から同氏の主宰する「塔短歌会」に入会し、現在は

塔短歌会の選者を務める。昭和59年刊行の第一歌集『水惑星』に収録されている「観覧車回れよ回れ想ひ出は君には
一日我には一生」は、中学校の教材にも採用されるなど広く親しまれている。
第五歌集『夏のうしろ』（平成15年）より社会に目を向けた作品を詠みはじめ、平成18年には歌集『けむり水晶』で山

本健吉文学賞､芸術選奨文部科学大臣賞､迢空賞を受賞するなど、歌壇でも高く評価されている。
また、各紙新聞歌壇等で選者を務めるとともに、令和2年には、宮中歌会始の儀で天皇陛下に招かれて歌を詠む召人

を務めた。同年、女性で初めて現代歌人協会の理事⾧に就任し、歌壇の振興発展にも尽力している。

歌集『ランプの精』（現代短歌社／平成30年）歌集『けむり水晶 角川短歌叢書』
（ＫＡＤＯＫＡＷＡ／平成18年）

年齢は令和4年12月23日現在



建畠 晢 たてはた あきら
学術（美術）、文学（詩）／東京都世田谷区

＜略歴＞
・京都市出身
・早稲田大学文学部仏文学科卒業（昭和47年）
・ヴェネチア・ビエンナーレ日本館コミッショナー（平成2、5年）
・多摩美術大学美術学部芸術学科教授（平成7～17年）
・横浜トリエンナーレ2001芸術監督（平成13年）
・国立国際美術館館⾧（平成17～23年）
・あいちトリエンナーレ2010芸術監督（平成22年）
・京都市立芸術大学学⾧（平成23～27年）

＜現在＞
・京都市立芸術大学名誉教授
・京都市立芸術大学客員教授
・京都芸術センター館⾧
・多摩美術大学学⾧
・全国美術館会議会⾧
・埼玉県立近代美術館館⾧
・草間彌生美術館館⾧

＜主な活動等＞
・詩集『余白のランナー』（小学館／平成3年） ・詩集『零度の犬』（書肆山田／平成16年）
・詩集『死語のレッスン』（思潮社／平成25年） ・詩集『剥製篇』（思潮社／令和3年）

＜京都市との関わり＞
・京都市文化功労者審査会委員（平成23～27年）
・京都市芸術文化特別奨励制度審査委員会委員（平成23年～）
・京都文化芸術都市創生審議会委員（平成23年～）
・東アジア文化都市2017京都「アジア回廊 現代美術展」芸術監督（平成29年）

＜主な受賞歴等＞
・歴程新鋭賞（平成3年）
（詩集『余白のランナー』（小学館／平成3年））
・高見順賞（平成17年）
（詩集『零度の犬』（書肆山田／平成16年））
・オーストラリア政府名誉勲章（平成22年）
・萩原朔太郎賞（平成25年）
（詩集『死語のレッスン』（思潮社／平成25年））
・文化庁創立50周年記念表彰（平成30年）

＜代表作等＞

萩原朔太郎賞（平成25年）
（詩集『死語のレッスン』（思潮社／平成25年））

高見順賞（平成17年）
（詩集『零度の犬』（書肆山田／平成16年））

【功績】
昭和47年に早稲田大学文学部仏文学科卒業後、新潮社『芸術新潮』編集部を経て、多摩美術大学教授、国立国

際美術館⾧、京都市立芸術大学学⾧などを歴任、現在は京都芸術センター館⾧、多摩美術大学学⾧、全国美術館
会議会⾧等を務める。
専門は近現代美術。ヴェネチア・ビエンナーレ日本館コミッショナー、横浜トリエンナーレ2001芸術監督、あいちトリエンナー

レ2010芸術監督、東アジア文化都市2017京都「アジア回廊 現代美術展」芸術監督など、多くの国際美術展を組織し、
アジアの近現代美術の企画にも多数参画。京都はもとより日本の現代美術界の発展や後進の育成に寄与。
詩人としても活躍し、『零度の犬』で高見順賞、『死語のレッスン』で萩原朔太郎賞等を受賞している。

年齢は令和4年12月23日現在

（75歳）



中原 浩大 なかはら こうだい
現代美術／京都市西京区

（61歳）

＜略歴＞
・岡山県倉敷市出身
・京都市立芸術大学大学院美術研究科修了（昭和61年）
・文化庁派遣芸術家在外研修員（ニューヨーク）（平成8～9年）
・「AAS 宇宙への芸術的アプローチ」メンバー（京都市立芸術大学、宇宙開発事業団
NASDA（現JAXA）共同研究）（平成13～15年）

・京都市立芸術大学准教授（平成19～24年）
・「Creative Engagement」メンバー（京都市立芸術大学 共同研究）
（平成21～23年）
・「みずのき寮絵画教室およびみずのき寮絵画クラブ作品群の保存とアーカイブ作成への協
力と作業支援」メンバー（京都市立芸術大学 共同研究）（平成28～30年）

＜現在＞
・京都市立芸術大学教授

＜主な受賞歴等＞
・京都市芸術新人賞
（平成2年）
・京都府文化賞功労賞
（平成29年）
・京都美術文化賞
（令和4年）

＜主な活動等＞
・【個展】Homage LEGO age（Heineken Village／東京／平成2年）
・【個展】Post Hobby（佐谷画廊／東京／平成4年）
・【個展】中原浩大 Drawings 1986-2012 コーちゃんは、ゴギガ?（伊丹市立美術館／兵庫／平成24年）
・【個展】中原浩大 自己模倣（岡山県立美術館／平成25年）
・釜山ビエンナーレ2016（釜山美術館／韓国／平成28年）
・Japanorama-New vision on art since 1970（Centre Pompidou-Metz／フランス／平成29年）
・人間の才能 生みだすことと生きること（滋賀県立美術館／令和4年）
・感覚の領域 今、「経験する」ということ（国立国際美術館／大阪／令和4年）
・関西の80年代（兵庫県立美術館／令和4年）

＜京都市との関わり＞
・東アジア文化都市2017京都 「アジア回廊 現代美術展」（京都芸術センター／平成29年）
・CONNECT⇄_「実はよく知らないんだよ。 だから聞いてみようと思う。（中原）」（京都市京セラ美術館／令和3年）

＜代表作等＞

【功績】
昭和61年、京都市立芸術大学大学院美術研究科修了。1980年代から様々な素材を駆使し、独創的なフォルムの

作品を制作。気鋭の新進作家として注目を集める。90年代には、レゴ・ブロックやフィギュアなどの既製品を用いて、表現の
媒体そのものや、美術作家としての自身のあり方を問い直そうとする作品を発表し、現代美術シーンに大きな影響を与えた。
90年代後半以降は、阪神大震災での体験をもとに子供の緊急の居所について考える「カメパオプロジェクト」の設立や、

「AAS 宇宙への芸術的アプローチ」などの共同研究への参加など、美術の範疇のみにとどまらない幅広い活動を展開してい
る。また、昭和61年からは京都市立芸術大学で教鞭を執り、後進の育成にも尽力している。
平成2年京都市芸術新人賞、平成29年京都府文化賞功労賞、令和4年京都美術文化賞を受賞。

《無題 (レゴ･モンスター) 》（平成2年） 《Educational》（平成29～令和4年）

年齢は令和4年12月23日現在

©福永一夫

©成田弘 ©福永一夫



西野 陽一 にしの よういち
日本画／京都市北区

（68歳）

【功績】
京都市に生まれる。昭和53年、京都市立芸術大学日本画科卒業。
インドネシアの伝統的な捕鯨を現地取材して描いた「勇魚狩」（平成5年）以降、南米アマゾンの森やアフリカの草原、ミ

クロネシアの海など世界各地で野生動物を間近に取材し、自らその環境を体感して、自然の中で生きる動物をテーマにした
日本画を描いている。代表作に、アマゾンに棲む大魚を描いた「水の中の森」（平成15年）、ボルネオの熱帯雨林で遭遇
した象の群れを描いた「森の家族」（平成18年）など。
京都を中心に活動を続け、多くの個展・グループ展に出展。その独自の世界観と高い画力で高い評価を得ている。
平成18年に京都美術文化賞、平成20年に京都府文化賞功労賞を受賞。

＜略歴＞
・京都市出身
・京都市立芸術大学日本画科卒業
（昭和53年）

＜現在＞
・無所属

＜主な受賞歴等＞
・京都府文化賞奨励賞（平成14年）
・京都美術文化賞（平成18年）
・京都府文化賞功労賞（平成20年）
・円空大賞展 円空賞（平成27年）

＜主な活動等＞
・東京セントラル美術館日本画大賞展（昭和57年）以後3回
・【個展】西野陽一展（東京セントラル絵画館／昭和63、平成2、5年）
・【個展】「竜宮’97」（髙島屋／東京・京都・神奈川・大阪／平成9年 ）
・第1回「ＮＥＸＴー日本画・京都からの表現」（髙島屋／京都／平成10年）以後10回
・梅原猛と33人のアーティスト展（髙島屋／東京・京都・大阪／平成13年）
・【個展】「アマゾン’03」 （髙島屋／東京・神奈川・京都／平成15年）
・東山魁夷記念「日経日本画大賞展」 選出 （第2回展、第3回展／平成17、18年）
・【個展】「密林行」（三越／東京・愛知／平成18年）
・梅原猛と10人のアーティスト展（中信美術館他／京都他／平成21年）
・第1回「Nihonga・京」（三越／東京・大阪／平成21年）以後9回
・【個展】「アマゾン2011」 （三越／東京・大阪／平成23年）
・成都美術ビエンナーレ（中国 成都市／平成23年）
・【個展】「竜宮’15」（髙島屋／京都・東京・愛知・神奈川・大阪／平成27年）
・【個展】「熟年ケニア」（日本橋三越／東京／平成29年）

＜代表作等＞

《森の家族》（平成18年）

《勇魚狩》（平成5年）

年齢は令和4年12月23日現在



山部 泰司 やまべ やすし
洋画／京都市左京区

（64歳）

【功績】
昭和58年、京都市立芸術大学大学院美術研究科修了。京都市立芸術大学在学中から本格的な創作活動に入り、

1980年代初頭には、過去の経緯に縛られず新たな表現を切り拓く関西の若手美術家による活動「関西ニュー・ウェイブ」
のオルガナイザー及び代表的な作家の一人として注目された。
その後、現在まで、東西美術の様々な様式や描法をテーマに制作を続け、現実に見た風景の記憶と山水画を参照し赤

や青の線によって密度の高い独特の世界観による作品を作り出している。
平成29年京都美術文化賞を受賞。

＜略歴＞
・岡山県津山市出身
・京都市立芸術大学大学院美術研究科修了（昭和58年）
・上京児童美術研究所「子どもアトリエ」指導者（昭和58～平成4年）
・美術大学予備校「マキノ美術アカデミー」（大阪府枚方市）開設（昭和58～平成4年）
・京都市立芸術大学、成安造形短期大学の非常勤講師を歴任
・華頂短期大学専任講師（平成4～14年）、同大学助教授（平成14年～27年）

＜現在＞
・華頂短期大学教授

＜主な受賞歴等＞
・京都府「次代を担う
作家展」優秀賞

（昭和64年）
・京都美術文化賞
（平成29年）
・紺綬褒章
（平成30年）

＜主な活動等＞
・【個展】（ギャラリー白／大阪／昭和56～平成11、13、19年）
・【個展】（LADS GALLERY／大阪／平成17~19、21、22、24~26、28~30、令和2、3年）
・【個展】（ギャラリーモーニング／京都／平成24、27、30、令和2年）
・【個展】（奈義町現代美術館／岡山／平成20、28年）
・Wabi Sabi Shima（Thalie Art Foundation／ベルギー ブリュッセル／平成27年）
・総社芸術祭2017 心のひだ・きびの美術―遠との共鳴―（井山宝福寺／岡山／平成29年）
・生きてゐる山水― 廬山をのぞむ古今のまなざし（岡山県立美術館／平成30年）
・新朦朧主義（2013-2018）（北京精華大学美術館／中国／平成30年）
・ニュー・ウェイブ現代美術の80年代（国立国際美術館／大阪／平成30年）
・美作三湯芸術温度「山部泰司 八景山水」（湯原温泉八景／岡山／令和元、4年）
・ドローイングの可能性（東京都現代美術館／令和2年）
・Remote Lands（Zuleika Gallery／イギリス／令和2年）
・兵庫県立美術館 開館20周年 関西の80年代（兵庫県立美術館／令和4年）
・【個展】山部泰司展 光る風景、動く山水 真庭編（真庭市蒜山ミュージアム／岡山／令和4年）

＜京都市との関わり＞
・京都市京セラ美術館開館記念展 京都の美術250年の夢 第1部～第3部 総集編―江戸から現代へ―
（京都市京セラ美術館／令和2年）

＜代表作等＞

《青天笑風図》 （平成30年） 《遠隔観瀑図》（ 令和4年）

年齢は令和4年12月23日現在



＊50音順、敬称略

総合地球環境学研究所所長、京都市立芸術大学（京都芸大）客員教授、
京都大学名誉教授

京都市立芸術大学（京都芸大）名誉教授

京都市副市長

鷲田　清一

吉田　良比呂

山極　壽一

三井　ツヤ子

職　業（役　職）

京都市立芸術大学（京都芸大）学長

瓜生山学園京都芸術大学舞台芸術研究センター特別教授、
大阪大学名誉教授

京都国立博物館名誉館長、京都大学名誉教授

京都市立芸術大学（京都芸大）名誉教授

高松市美術館アートアドバイザー、京都大学名誉教授

令和４年度　京都市文化功労者審査会委員

氏　　　名

赤松　玉女

福本　潮子 染色作家

声楽家、京都市立芸術大学（京都芸大）名誉教授

天野　文雄

佐々木 丞平

潮江　宏三

篠原　資明



京都市文化功労者受章者一覧（過去３年分） 
 

表彰年度 氏名 分野 

令和 3年度 

石川 九楊 書 

北大路 欣也 映画・演劇（俳優） 

熊倉 功夫 学術（日本文化） 

佐藤 文隆 学術（理論物理学） 

沢田 研二 音楽（ロック・ポップス）、映画・演劇（俳優） 

田端 泰子 学術（歴史） 

藤本 由紀夫 現代美術 

前川 光長 能楽 

村上 良子 染織 

十四世面庄 面屋 庄甫 人形 

令和 2年度 

浅野 均 日本画 

黒田 アキ 現代美術 

佐野 藤右衛門（十六代） 造園・桜守 

杉 市和 能楽 

店村 眞積 音楽（洋楽） 

長艸 敏明 京繡 

中ハシ 克シゲ 彫刻 

山折 哲雄 学術（宗教学） 

令和元年度 

猪木 武德 学術（労働経済学・経済思想・経済史） 

伊部 京子 和紙造形 

片岡 秀太郎 歌舞伎 

潮江 宏三 学術（美術史） 

西野 康造 彫刻 

広上 淳一 音楽（洋楽） 

真神 巍堂 書 

鷲田 清一 学術（哲学） 

 


