
平成30年4月

御幸公園梅香事業推進会議・幸区役所



作 品 目 録

１ 御幸公園の梅

２ 幸区内の梅

３ 川崎市内の梅

2

題 名 撮 影 者 撮影場所

13 庭の紅梅（１） 源関 正光 自宅（幸区）

14 庭の紅梅（２） 源関 正光 自宅（幸区）

15 庭の紅梅（３） 源関 正光 自宅（幸区）

16 うつむいて 福士 岩夫 自宅（幸区）

17 早春の働き蜂 岡 保夫 塚越３丁目さくらの公園

18 春の陽射し 岡 保夫 古川町（幸区）

19 春近し 岡 保夫 塚越３丁目さくらの公園

20 紅色の天使たち 清原 国子 古市場

21 白のハーモニー 清原 国子 古市場

題 名 撮 影 者 撮影場所

１ 春近し（１） 大平 正雄 御幸公園

２ 春近し（２） 大平 正雄 御幸公園

３ 春近し（３） 大平 正雄 御幸公園

４ うめの開花 相澤 正行 御幸公園

５ 小田原から来ました 相澤 正行 御幸公園

６ 耐えて・・・甦る 相澤 正行 御幸公園

７ 青空に向って 福士 岩夫 御幸公園

８ 春を呼ぶ 小林 紀美枝 御幸公園

９ 春の香り 小林 紀美枝 御幸公園

10 春一番のり（１） 下岡 義明 御幸公園

11 春一番のり（２） 下岡 義明 御幸公園

12 春一番のり（３） 下岡 義明 御幸公園

題 名 撮 影 者 撮影場所

22 春の気配がする（１） 嶋田 稔 東高根森林公園

23 春の気配がする（２） 嶋田 稔 東高根森林公園

24 古木にはえるしだれ梅 岩永 葉子 西福寺（中原区）

25 梅の香にさそわれて 岩永 葉子 西福寺（中原区）

26 おいしいみつはごちそう 岩永 葉子 西福寺（中原区）

27 白なの緑なの？ 菅野 泰男 宮前区野川

28 食事中 菅野 泰男 宮前区野川

29 都市化にめげず 菅野 泰男 宮前区野川

30 （無題） インターネット川崎ガイド寿福寺（多摩区）

31 春かすみ インターネット川崎ガイド浄慶寺

32 春来たる インターネット川崎ガイド高津区下作延

４ 神奈川県内の梅

題 名 撮 影 者 撮影場所

33 紅梅に富士 深谷 甲子男 大倉山公園

34 春の風にさそわれて 小林 紀美枝 大倉山公園

35 水温む春 小林 伸寿 大倉山公園

36 梅香る三溪園 山下 恒男 三溪園（横浜市）

37 円覚寺 山下 恒男 円覚寺（鎌倉市）

38 咲き誇る 南坂 純治 大倉山公園（横浜市）

39 早春に咲く 南坂 純治 大倉山公園（横浜市）

40 香気紅色 南坂 純治 大倉山公園（横浜市）

41 空に描いた梅模様 清原 国子 鎌倉

42 梅 佐野 誠 本沢梅園（相模原市）

43 タンポポ 佐野 誠 本沢梅園（相模原市）

44 梅林 佐野 誠 本沢梅園（相模原市）

５ 他都市の梅

題 名 撮 影 者 撮影場所

45 紅白梅に富士 平川 雅之 岩本山公園（静岡県富士市）

46 紅梅に富士 平川 雅之 岩本山公園（静岡県富士市）

47 白梅に富士 平川 雅之 岩本山公園（静岡県富士市）

48 気品！！ 井ノ上 正治 池上

49 優雅な梅の花 井ノ上 正治 池上

50 春の日差し 井ノ上 正治 池上

51 燃える梅林 山下 恒男 池上梅園（大田区）

52 梅香る空 久野 玲衣 偕楽園（水戸市）



１．御幸公園の梅

１ 「春近し（１）」
大平 正雄

２ 「春近し（２）」
大平 正雄

３ 「春近し（３）」
大平 正雄

４ 「うめの開花」
相澤 正行

５ 「小田原から来ました」
相澤 正行

６ 「耐えて・・・甦る」
相澤 正行

７ 「青空に向って」
福士 岩夫

８ 「春を呼ぶ」
小林 紀美枝

９ 「春の香り」
小林 紀美枝

10 「春一番のり（１）」
下岡 義明

11 「春一番のり（２）」
下岡 義明

12 「春一番のり（３）」
下岡 義明



２．幸区内の梅

13 「庭の紅梅（１）」
源関 正光

14 「庭の紅梅（２）」
源関 正光

15 「庭の紅梅（３）」
源関 正光

16 「うつむいて」
福士 岩夫

17 「早春の働き蜂」
岡 保夫

18 「春の陽射し」
岡 保夫

19 「春近し」
岡 保夫

20 「紅色の天使たち」
清原 国子

21 「白のハーモニー」
清原 国子



３．川崎市内の梅

22 「春の気配がする（１）」
嶋田 稔

23 「春の気配がする（２）」
嶋田 稔

24 「古木にはえるしだれ梅」
岩永 葉子

25 「梅の香にさそわれて」
岩永 葉子

27 「白なの緑なの？」
菅野 泰男

28 「食事中」
菅野 泰男

29 「都市化にめげず」
菅野 泰男

30 （無題）
インターネット川崎ガイド

31 「春かすみ」
インターネット川崎ガイド

32 「春来たる」
インターネット川崎ガイド

26 「おいしいみつはごちそう」
岩永 葉子



４．神奈川県内の梅

33 「紅梅に富士」
深谷 甲子男

34 「春の風にさそわれて」
小林 紀美枝

36 「梅香る三渓園」
山下 恒男

38 「咲き誇る」
南坂 純治

37 「円覚寺」
山下 恒男

39 「早春に咲く」
南坂 純治

40 「香気紅色」
南坂 純治

41 「空に描いた梅模様」
清原 国子

42 「梅」
佐野 誠

43 「タンポポ」
佐野 誠

44 「梅林」
佐野 誠



５．他都市の梅

45 「紅白梅に富士」
平川 雅之

46 「紅梅に富士」
平川 雅之

47 「白梅に富士」
平川 雅之

48 「気品！！」
井ノ上 正治

49 「優雅な梅の花」
井ノ上 正治

50 「春の日差し」
井ノ上 正治

51 「燃える梅林」
山下 恒男

52 「梅香る空」
久野 玲衣



平成30（2018）年4月
問合せ先：川崎市幸区役所まちづくり推進部地域振興課

川崎市幸区戸手本町1-11-1
電 話 044（556）6606
ＦＡＸ 044（555）3130
E-mail 63tisin@city.kawasaki.jp


