平成２３年１１月２１日

「げんき！」を描いた小学生６３人が一堂に

京葉ガス本社で絵画コンクール表彰式
当社のガス供給区域に
在住、在学の小学生を対
象とした第１５回京葉ガ
ス絵画コンクールの表彰
式を１１月２０日、京葉
ガス本社（市川市）で執
り行いました。

▲最優秀賞に輝いた児童の皆さん

京葉ガスでは平成９年から毎年、ガス供給区域に在住、在学の小学生を対象に絵画コン
クールを開催しています。第１回から昨年の第１４回までに延べ１９万人を超える児童か
ら作品が寄せられました。
東日本大震災が発生した年に開催する今回は、子どもたちに絵を描くことを通して元気
になってもらいたい、また、子どもたちが描く絵にはそれを目にした周りの人を元気づけ
る力がある、との思いから、「げんき！」をテーマに作品を募集しました。８月１日から９
月９日の募集期間に２０，７３６人の児童から応募があり、参加した学校数は昨年同様、
対象の２４２校に対し過去最多の２３９校で、９８％を超える参加率となりました。
審査会は９月３０日、船橋市立咲が丘小学校・小湊裕一校長（審査委員長）ら学校関係
者５人により行われ、入選の４７２作品が決定しました。
２０日の表彰式にはこのうち、佳作、準佳作を除く最優秀賞８人、あったか賞、ほのぼ
の賞各３２人の計７２人を招き、当社常務取締役・山田英男が出席した６３人に一人ずつ
表彰状と自分の作品が印刷された陶器の記念楯を手渡しました。
式の終了後、展示された作品の前で父母らと記念撮影をするなど、会場には飛び切り「げ
んき！」な笑顔があふれていました。

第１５回京葉ガス絵画コンクール 入賞者一覧（佳作、準佳作を除く／敬称略）
◆最優秀賞（８人）

「ウォータースライダー」
髙田 依里（たかだ えり）
〔市川市立柏井小学校／４年〕

「友だちと木のぼり」
ジョーンズ 海 アーサー
（かい）
〔浦安市立見明川小学校／２年〕

「ざりがにとカニとり」
熊代 悠己（くましろ ゆうき）
〔船橋市立葛飾小学校／１年〕

「元気一杯な弟たち」
土肥 花恋（どい かれん）
〔鎌ケ谷市立鎌ケ谷小学校／２年〕

「がんばれ母ざる！育て子ざる！」
王丸 舞子（おうまる まいこ）
〔白井市立南山小学校／６年〕

「元気な私とひまわり」
隈元 映実（くまもと えみ）
〔松戸市立稔台小学校／４年〕

「初めての陸上大会！1000ｍ!!」
染谷 絢香（そめや あやか）
〔柏市立田中小学校／４年〕

「花火だ！」
石垣 和真（いしがき かずま）
〔流山市立江戸川台小学校／４年〕

◆あったか賞（３２人）
作品名
おにぎりパワー！
フクロウと目があったよ！
げんきにラジオ体そう
水かけっこ
元気なザリガニ、ゲットだぜ!!
ゆうき、ごはんでげんき!!
大波 小波を ジャンプ！
友達と行ったお祭り
クラスみんなでしっぽとり
見てみたかった合掌造り、みんなで行った白川郷
元気一杯楽しく遊ぼう！
木登り大好き
自然と共に生きる。
なつまつり
思いっきり大ジャンプ
祭
げんきにあそぼ
あっ昆虫畑を見つけたよ
夏のバカンス!!スイカ島をめざせっっ!!
かぞくとケーキ
ムギュー
大好きなサッカーとぼく
かき氷をばくっ！
ＪＡＰＡＮ
ラフティングでＧＯ!!!
大すきなバスケット 元気いっぱいプレーする私
パパがんばれ
よさこい
自転車といっしょにどこまでも
ともだちとさっかあ
長いスベリダイであそんだよ
元気と全力プレーでめざせ大会金メダル

学校名
市川市立中山小学校
市川市立行徳小学校
市川市立市川小学校
市川市立鬼高小学校
市川市立菅野小学校
浦安市立舞浜小学校
浦安市立高洲小学校
浦安市立舞浜小学校
船橋市立小栗原小学校
船橋市立中野木小学校
船橋市立飯山満南小学校
船橋市立高郷小学校
船橋市立西海神小学校
鎌ケ谷市立初富小学校
鎌ケ谷市立鎌ケ谷小学校
鎌ケ谷市立初富小学校
白井市立桜台小学校
白井市立七次台小学校
白井市立池の上小学校
松戸市立小金小学校
松戸市立新松戸西小学校
松戸市立東部小学校
松戸市立幸谷小学校
松戸市立梨香台小学校
柏市立旭東小学校
柏市立西原小学校
柏市立田中小学校
柏市立名戸ヶ谷小学校
柏市立中原小学校
流山市立西初石小学校
流山市立西初石小学校
流山市立流山北小学校
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氏名（ふりがな）
小笠原 舞（おがさはら まい）
鶴田 涼夏（つるた すずか）
高西 沙愛（たかにし さら）
宮崎 百合子（みやざき ゆりこ）
山田 鼓太朗（やまだ こたろう）
岸田 悠希（きしだ ゆうき）
永井 凛（ながい りん）
臼倉 侑希（うすくら ゆき）
松井 藍花（まつい あいか）
越水 美和子（こしみず みわこ）
森 真璃菜（もり まりな）
宮本 龍（みやもと りゅう）
青手木 圭吾（あおてき けいご）
山田 竜聖（やまだ りゅうせい）
藤本 華帆（ふじもと かほ）
井上 菜々子（いのうえ ななこ）
榛沢 真緒（はんざわ まお）
松下 尚太郎（まつした しょうたろう）
千葉 しずく（ちば しずく）
後藤 和起（ごとう かずき）
勝又 美結（かつまた みゆ）
岩田 健伸（いわた けんしん）
菰田 遥大（こもだ ようだい）
大芦 征矢（おおあし せいや）
宮本 大成（みやもと たいせい）
岡野 凪紗（おかの なぎさ）
田中 真優佳（たなか まゆか）
梅田 こはる（うめだ こはる）
志賀 まみ（しが まみ）
奥野 啓伸（おくの けいしん）
宮脇 健太（みやわき けんた）
岡部 秀紀（おかべ ひでのり）

◆ほのぼの賞（３２人）
作品名
たのしくみんなで１、２、３
プールでバシャバシャ
めざせゴール！
勝利への一発
赤組絶対優勝!!
プール
元気な生きもの
元気な太陽
ガッツポーズ!!
げんき
貝ひろい
トンボをまるのみ つばめの子
生まれたよ、ぼくの妹
ねぷたまつり
家ぞくでふろにはいった。
ぼくのすいかをめし上がれ
はじめてのおみこし
大好きな極真空手
元気な森
げんきに やまで あそんだよ！
あきたでアユつり
おねえちゃん、すいかおいしいね
ヤッター！できたよ。
もりもり食べて元気になる！
げんきにむしとり
はじめての海の中
あつさにまけず一とうしょう
楽しかったニジマス釣り
ひまわり
お魚とおよいだよ～!!
元気な水のシャワー
出たー!!シーサー！だーいすき沖縄♡

学校名
学年
氏名（ふりがな）
市川市立菅野小学校
２ 柴田 紗季（しばた さき）
市川市立八幡小学校
４ 原 槙也（はら しんや）
市川市立冨貴島小学校
４ 清水 柊馬（しみず しゅうま）
市川市立真間小学校
６ 柴田 萌子（しばた もえこ）
市川市立冨貴島小学校
６ 栗岡 満里奈（くりおか まりな）
浦安市立南小学校
１ 河野 月子（かわの つきこ）
浦安市立北部小学校
２ 西嶋 七夏（にしじま ななか）
浦安市立高洲小学校
３ 今井 歌音（いまい かのん）
船橋市立丸山小学校
１ 田中 晴葵（たなか はるき）
船橋市立行田東小学校
２ 酒井 桃佳（さかい ももか）
船橋市立西海神小学校
３ 船木 はな（ふなき はな）
船橋市立習志野台第二小学校 ３ 梁瀬 結比（やなせ ゆい）
船橋市立葛飾小学校
４ 多久和 慶（たくわ けい）
鎌ケ谷市立鎌ケ谷小学校
１ 佐藤 美春（さとう みはる）
鎌ケ谷市立東部小学校
２ 飯生 陸（いいの りく）
鎌ケ谷市立中部小学校
４ 西川 幸志（にしかわ こうじ）
白井市立大山口小学校
３ 唐澤 昻希（からさわ たかき）
白井市立桜台小学校
４ 小林 龍躍（こばやし りゅうや）
白井市立南山小学校
６ 金子 桃花（かねこ ももか）
松戸市立北部小学校
１ 山菅 晃一（やますが こういち）
松戸市立稔台小学校
１ 伊藤 隣太郎（いとう りんたろう）
松戸市立常盤平第二小学校
２ 小山 陽菜乃（こやま ひなの）
松戸市立六実第三小学校
３ 吉村 健太郎（よしむら けんたろう）
松戸市立常盤平第三小学校
４ 橋本 日衣菜（はしもと ひいな）
柏市立田中小学校
１ 冨澤 光志（とみざわ こうじ）
柏市立十余二小学校
１ 藤井 裕優（ふじい ひろや）
柏市立高柳西小学校
３ 丸木 雛姫（まるき ひなき）
柏市立富勢小学校
５ 長谷川 愛香（はせがわ あいか）
柏市立高柳小学校
６ 田中 花音（たなか かのん）
流山市立江戸川台小学校
1 德本 里知（とくもと りち）
流山市立八木北小学校
４ 永榮 萌歌（えいよう もか）
流山市立江戸川台小学校
４ 德本 紗和（とくもと さわ）

