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R2 木村　芳郎 （東広島市）  陶芸家

山本　観山 （広島市）  尺八演奏家

吉和太鼓踊り保存会 （尾道市）  昭和３５年設立

R1 脊戸　昭典 （呉市）  呉市文化団体連合会会長・広島県文化団体連合会会長

中山　茅集子 （福山市）  「ふくやま文学」元代表

平末　文三 （三次市）  三良坂町郷土芸能保存会元会長

30 広島ｼﾞｭﾆｱｺｰﾗｽ＆ﾌｪﾐﾆﾝｺｰﾙ広島 （広島市）  昭和５３年・５５年設立

竹下　陶子 （福山市）  公益社団法人日本伝統俳句協会顧問

29 五日市吹奏楽団 （広島市）  昭和５２年設立

安達　春汀 （広島市）  書道・刻字家

河野　正義 （安芸高田市）  スポーツ推進

28 廿日市市文化協会 （廿日市市）  昭和６２年設立

広島平和美術協会 (広島市）  昭和３０年設立

上田　宗冏 （広島市）  茶道家

藤川　和子 （呉市）  民謡・三味線

松本　憲治 （廿日市市）  音楽家

27 広島中央合唱団 （広島市）  昭和４０年設立

本地花笠踊保存会 （北広島町）  昭和３２年設立

岩崎　博 （福山市）  文化財保護

木村　里風子 （広島市）  俳人

花柳　雅豊 （広島市）  日本舞踊家

東　泰治 （庄原市）  スポーツ推進

26 豊松の神楽保存会 （神石高原町）  昭和６０年設立

広島合唱同好会 （広島市）  昭和２９年設立

大石　雅子 （大竹市）  手描き鯉幟作家

大室　嘉邦 （呉市）  書道家

谷　千鶴子 （広島市）  合唱

和田　貢 （福山市）  画家

25 広島市女声合唱団 （広島市）  昭和３５年設立

茂田神楽団 （三次市）  昭和４８年設立

比和町郷土芸能振興会 （庄原市）  昭和４２年設立

三原　捷宏 （広島市）  画家

槙坪　一誠 （呉市）  フラワーデザイン

難波　平人 （東広島市）  画家

24 阿刀神楽保存会・阿刀神楽団 （広島市）  昭和４０年設立

ＮＨＫ広島児童合唱団 （広島市）  昭和３６年設立

入野　忠芳 （広島市）  画家

大島　政允 （福山市）  能楽師

橋本　新吾 （福山市）  ラジオ体操指導者

花ノ本　寿次 （三次市）  日本舞踊家

23 安芸のはやし田連合保存会 （北広島町・安芸高田市）  平成１０年設立

広島メンネルコール （広島市）  昭和３８年設立

貝原　司研 （広島市）  書道家

三上　孝徳 （北広島町）  刀匠

光成　洋 （広島市）  音楽家

22 小奴可地区芸能保存会 （庄原市）  昭和２８年設立（塩原の大山供養田植）

広島県神楽競演大会実行委員会 （広島市）  昭和４５年設立（神楽）

山本　定男 （広島市）  音楽家

藤賀　醇子 （呉市）  声楽家

田中　蘆雪 （福山市）  書道家

21 御調町郷土芸能保存会 （尾道市）  昭和５３年設立（みあがりおどり）

三次地方史研究会 （三次市）  昭和４３年設立

井上　一清 （広島市）  広島交響楽団名誉創立指揮者

松岡　髙則 （福山市）  彫刻家
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梶谷　成子 (坂町）  珠算

角濱　八郎 （三次市）  鵜匠
20  おおたけ手すき和紙保存会 （大竹市）  昭和６３年設立（手すき和紙技術保存）

 吟道賀堂流竹原山陽吟詠会 （竹原市）  昭和１１年設立（吟詠）
 植木　文子 （熊野町）  熊野町体育協会副会長
 杵屋　六東治 （広島市）  長唄演奏家
 丸本　垚 （三次市）  三次人形作家

19  坂雅正会 （坂町）  明治２８年設立（雅楽）
 三次太鼓育成会 （三次市）  昭和５１年設立（和太鼓）
 神田  三亀男 （府中町）  民俗研究家
 水嶋  良雄 （広島市）  音楽学者

18  椋浦法楽保存会 （尾道市）  昭和４２年設立
 伊賀和志神楽団 （三次市）  ６００年前頃設立
 大楽  華雪 （福山市）  書道家
 山田  羊三 （三次市）  文芸家

17  呉三曲会　　　 （呉　市）  昭和２４年設立
 広島壮年走ろう会 　　　　 （広島市）  昭和４５年設立
 林　　秀琴 （広島市）  筝曲家（琴）
 村上　俄山 （広島市）  書道家

16  比婆荒神神楽保存会 （東城町）  昭和３７年設立
 古典芸能南京玉すだれ広島保存会 （海田町）  昭和５９年設立
 粟根　昭二郎 （広島市）  七宝工芸家
 光森　賢治 （三次市）  川舟製作者
 門田　頼男　 （福山市）  竹工芸家

15  布野村しがらみ短歌会 （布野村）  昭和３６年設立
 壬生の花田植保存会　 　　 （千代田町）  昭和５１年設立
 林　　政治 （坂　町）  彫刻家
 皿谷　緋佐子 （福山市）  陶芸家

14  広島大河ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ （広島市）  昭和４５年設立
 今井　政之　　 　　　 （竹原市）  陶芸家
 杉谷　富代 （広島市）  染色工芸作家
 田中　重雄 （上下町）  広島県指定無形民俗文化財伝承者

13  広島ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｱｸﾗﾌﾞ （広島市）  昭和６１年設立
 近藤　たいわ （大朝町）  筏津芸術村村長
 藤恵　乾吾　　 （広島市）  広島県写真連盟副会長
 小林　健一郎　 　 （宮島町）  宮島細工工芸作家

12  広島県合唱連盟　　 （広島市）  昭和３７年設立
 国利　義勇 （庄原市）  広島県文化団体連合会会長
 福盛　智子  （広島市）  生田流箏曲・地唄演奏家
 河崎　洋二　　 　　 （福山市） （財）福山市体育協会専務理事

11  広島県詩人協会    　　     （広島市）  昭和３４年設立
 三次邦楽研究会　　　　     （三次市）  昭和３年設立
 向井　道年  　             （倉橋町）  船大工
 山崎　　泉  （御調町）  御調神楽伝承者

10  呉市文化団体連合会       （呉　市）  昭和２４年設立

 広島県郷土民謡・踊協会 （広島市）  昭和６３年設立

 田中　　登 　          （広島市）  (社)日本バレエ協会中国支部長

 中増　　勇        （大朝町）  新庄郷土芸能(新庄はやし田)保存会会長

9  広島ＹＭＣＡ国際ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ （広島市）  昭和１３年設立

 森脇　幽香里 （広島市）  広島市女性川柳会会長

 田中　稲生             （高宮町）  前原田はやし田保存会会長

8  ヒロシマ太陽の町合唱団1969　 （黒瀬町）  昭和４４年設立

 佐々木　敏   　         （広島市）  広島県郷土民謡保存会副会長

 高尾　泉石         （府中市）  府中書芸術連盟会長

 片山　辰之輔      （甲奴町）  広島県文化団体連合会理事

 杉本　栄男       （因島市）  因島軟式野球連盟会長

 豊原　計美            （府中市）  府中市剣道連盟会長

7 「小さな親切」運動広島県本部 （広島市）  昭和５２年設立

 伊折　雅夫　 　　 （西城町）  広島県キャンプ協会会長

 大濱　　武　 （広島市）  日本民謡研究会会頭

 北西　英子　　 （広島市）  広島女性史研究会代表

 猿田　一巳　　　 （広島市）  広島市体育指導委員協議会副会長

 鈴木　達敏　 　　　　　　 （広島市）  広島邦楽舞踊協会事務局長･声優･脚本家
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6  黒川　愛子 （沼隈町）  元･日本赤十字社広島県支部ぬまくま

 救援センター管理者

 松山　完二 （広島市）  ピアノ調律師

 中野　節子 （広島市）  音楽家（筝曲教室講師）

 脇中　芳男 （呉　市）  刀匠

 山根　寛次　 （福山市）  工芸家（木工工芸）

5  中山　久 （府中市）  医師（無医地区における医療活動）

 福山ばら会 （福山市）  昭和３１年設立

 花房　花子 （広島市）  染色作家

 山広　実美  　 （三次市）  短歌講座講師

 新見　三代三 （広島市）  (社)全国珠算教育連盟顧問

 葉名　徳一 （尾道市）  宮大工

4  広島県日中友好農業者の会 （庄原市）  昭和５８年設立

 蔵楽　彦助  （広島市）  華道家元池坊広島中央支部顧問

 土屋　隆 （尾道市）  尾道市文化財保護委員会委員

 藤井　弘茂 （大竹市）  日本鳥類保護連盟広島県支部顧問

 東広島郷土史研究会 （東広島市）  昭和４９年設立

 実歳　龍美 （豊栄町）  農業（｢天蓋｣づくりの普及･指導）

3  崔　順子 （口和町）  医師（無医地区における医療活動）

 吉原　貞男 （尾道市）  ＡＦＳ日本協会尾道支部長（青少年育成）

 西川　功 （油木町）  自営業（化石の収集，研究）

 藤井  軍三郎 （福山市）  福山市文化連盟会長

 筋原　正治 （広島市）  自営業（民芸品の製作，保存）

 吉田町子供歌舞伎壇尻屋台保存会 （吉田町）  昭和５０年発足

2  兒玉　安郎 （吉和村）  医師（無医村における医療活動）

 (財)熊平奨学会 （広島市）  昭和５９年設立（留学生支援）

 宇野本　清　 （廿日市市）  日本エスキーテニス連盟理事長

 丸本　昌子 （三次市）  三次人形制作

 高山　訓昌　 （音戸町）  音戸町文化協会会長

 溝口  太郎一 （熊野町）  わらぶき職人

元  増村　昭子 （広島市）  主婦（留学生支援）

 佐々木  久人 （吉舎町）  「ザ・ばせん座」主宰（影絵人形劇）

 来山　敏夫 （福山市）  田尻民俗資料保存会会長

 中島  リキ子 （三原市）  広島県体操協会理事長

 川崎　貞行 （御調町）  刀匠

 寺岡　文子 （沼隈町）  備後畳表織り手

63  讃井　光子 （広島市）  広島アジア文化館館長

 森岡  まさ子 （上下町）  元･ＭＧユースホステル経営者(国際交流)

 廻廊俳句会 （廿日市市）  月刊俳誌「廻廊」を発刊

 比婆科学教育振興会 （庄原市）  昭和２２年設立

 上岡　義則 （三次市）  鵜匠

 殿畠　清美 （安芸津町）  杜氏（「賀茂鶴」）


