
平成29年4月

御幸公園梅香事業推進会議・幸区役所



展 示 概 要
幸区は、古くは梅の名所であった歴史から、市民との協働により、平成36（2024）年の市

制100周年に向け、梅の植樹、「梅まつり」や歴史文化の伝承など新たな魅力を発信するほ

か、より多くの市民の方々に参加していただく取組を推進しています。

この事業の一環として、梅をより身近に感じてもらうことを目的とした「うめかおる写真

展」を開催し、平成29年度は、御幸公園をはじめとする川崎市内の梅や、市外各地の梅の写

真など、合計73点の多彩な作品が集まりました。

１ テーマ 「うめかおる風景」

２ 募集作品 梅に関する写真

（梅の花、果実、梅林、梅まつりの風景など）

３ 応募資格 住所、年齢等問わず、どなたでも応募可能

４ 募集期間 平成２９年２月１日（水）～平成２９年３月１７日（金）（必着）

５ 応募規定

（１）写 真：直近３年程度に撮影された、カラーまたは白黒の写真

（電子データのみは不可）

（２）サイズ：２Ｌ判（１２７ｍｍ×１７８ｍｍ）以上で額装は不要

（３）応募点数：１人３点まで（未発表のもの）

６ 応募先 幸区役所道路公園センター宛てに郵送または持参

７ 展示場所・期間

（１）幸区役所１階 ロビーハナミズキ

平成２９年４月１７日（月）～平成２９年４月２８日（金）

（２）日吉出張所１階 タウンホールやまぶき

平成２９年５月８日（月）～平成２９年５月１９日（金）

８ 広報

（１）市政だより１月１日号（区版）

（２）区役所窓口及び区ホームページで周知

９ 主催 御幸公園梅香事業推進会議、幸区役所
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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 作 者 撮影場所

1 早春 相澤 正行 御幸公園

2 蜜を求めて 相澤 正行 御幸公園

3 次世代の主役達 藤原 英樹 御幸公園

4 咲き誇る古木 藤原 英樹 御幸公園

5 流行のモザイク入りの花？ 前田 邦夫 御幸公園

6 青空の下・朝一番の梅 前田 邦夫 御幸公園

7 再笑 小野 正明 御幸公園

題 名 作 者 撮影場所

8 うめきらり 髙山 信吾 夢見ヶ崎動物公園

9 うめふわり 髙山 信吾 夢見ヶ崎動物公園

10 嶋田 稔 ラゾーナ川崎裏

11 嶋田 稔 ラゾーナ川崎裏

12 嶋田 稔 ラゾーナ川崎裏

13 名和 祥子 河原町団地

14 飛躍 岡 保夫 幸こども文化センター

15 麗（うらら）か 岡 保夫 戸手小学校

16 春の訪れ 岡 保夫 古川町

17 雪につつまれて 清原 国子 古市場

18 梅香る さいわいふるさと公園① 阿部 稔子 さいわいふるさと公園

19 梅香る さいわいふるさと公園② 阿部 稔子 さいわいふるさと公園

20 梅香る さいわいふるさと公園③ 阿部 稔子 さいわいふるさと公園

題 名 作 者 撮影場所

21 柏屋の梅 野口 栄 登戸柏屋

22 春光 南坂 純治 生田緑地

23 うめめざめ 髙山 信吾 生田緑地

24 梅日和 岩永 葉子 中原区上平間

25 梅にりん 南坂 純治 生田緑地

26 桃梅と白梅 藤田 道夫 淨慶寺（麻生区）

27 釈迦如来殿と多宝塔 藤田 道夫 よみうりランド

28 梅の花舞う 清原 国子 中原区

29 塔光無尽 藤田 道夫 香林寺（麻生区）

30 春・・・梅花のおもてなし（１/３） 糸井 稔 渋川沿い

31 白い香り 清原 国子 中原区



作 品 目 録
４ 横浜市内の梅
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題 名 作 者 撮影場所

32 白梅 平川 富雄 みその公園「横溝屋敷」（横浜市鶴見区）

33 メジロと梅 平川 富雄 みその公園「横溝屋敷」（横浜市鶴見区）

34 白梅 菅谷 誠 大倉山公園（横浜市）

35 白梅 菅谷 誠 大倉山公園（横浜市）

36 紅梅 菅谷 誠 大倉山公園（横浜市）

37 平本 孝志 三溪園（横浜）

38 平本 孝志 三溪園（横浜）

39 平本 孝志 三溪園（横浜）

40 香り立つ春告草 髙橋 静子 大倉山公園（横浜市）

41 春の香り 大平 政雄 三溪園（横浜）

42 春の香り 大平 政雄 三溪園（横浜）

43 春を待つ 大平 政雄 三溪園

44 春・・・梅花のおもてなし（２/３） 糸井 稔 大倉山公園

45 春・・・梅花のおもてなし（３/３） 糸井 稔 大倉山公園

46 咲き始め 石崎 久男 大倉山公園

47 天空のオブジェ 藤原 英樹 大倉山公園

48 光・微笑む 小野 正明 三溪園

49 梅と猫 佐野 誠 三溪園

50 庄司 修 大倉山公園

51 庄司 修 大倉山公園

52 梅一輪 坪内 秀郎 大倉山公園

53 華やかに 坪内 秀郎 大倉山公園

54 三重塔と梅 佐野 誠 三溪園

５ 神奈川県内の梅

６ 東京都内の梅

題 名 作 者 撮影場所

55 曽我梅林にて 相澤 正行 曽我梅林（小田原市）

56 春の日差し 宮田 廣昭 曽我梅林（小田原市）

57 山門早春 小野 正明 瑞泉寺（鎌倉）

58 庄司 修 長谷寺（鎌倉市）

59 早春満花 南坂 純治 湯河原梅林（小田原）

題 名 作 者 撮影場所

60 老木の影 小泉 正敏 神代植物公園（調布市）

61 古木ガンバリ 小泉 正敏 神代植物公園（調布市）

62 撮る人：見る人 小泉 正敏 神代植物公園（調布市）

63 春の陽ざし 野口 栄 谷保天満宮梅園（国立市）

64 名和 祥子 池上梅園

65 名和 祥子 目黒不動尊

66 髙橋 静子 府中市郷土の森博物館（府中市）

67 ときめぐる生芽 野口 栄 国立市

68 夢への階段 石崎 久男 高尾梅林

69 美しく 石崎 久男 神代植物公園（調布市）

70 春の訪れ 岩永 葉子 池上梅園

71 暖かいまなざし 座光寺 努 新宿御苑

72 暖かいまなざし 座光寺 努 新宿御苑

73 暖かいまなざし 座光寺 努 新宿御苑



１．御幸公園の梅

1 -早春-
相澤 正行

2 -蜜を求めて-
相澤 正行

3 -次世代の主役達-
藤原 英樹

4 -咲き誇る古木-
藤原 英樹
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１．御幸公園の梅

5 -流行のモザイク入りの花？-
前田 邦夫
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7 -再笑-
小野 正明

6 -青空の下・朝一番の梅-
前田 邦夫



２．幸区内の梅（一）

8 -うめきらり-
髙山 信吾

9 -うめふわり-
髙山 信吾

10 嶋田 稔 11 嶋田 稔

12 嶋田 稔
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２．幸区内の梅（二）

14 -飛躍- 岡 保夫

15 -麗（うらら）か-
岡 保夫

16 -春の訪れ- 岡 保夫

7

13 名和 祥子



２．幸区内の梅（三）

18 -梅香る さいわいふるさと公園①-
阿部 稔子

19 -梅香る さいわいふるさと公園②-
阿部 稔子

20 -梅香る さいわいふるさと公園③-
阿部 稔子

17 雪につつまれて
清原 国子
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３．川崎市内の梅（一）

23 -うめめざめ-
髙山 信吾

21 -柏屋の梅-
野口 栄

24 -梅日和-
岩永 葉子

22 -春光-
南坂 純治

25 -梅にりん-
南坂 純治9



３．川崎市内の梅（二）

26 -桃梅と白梅-
藤田 道夫

29 -塔光無尽-
藤田 道夫28 -梅の花舞う-

清原 国子

31 -白い香り-
清原 国子

30 -春・・・梅花のおもてなし（１/３）-
糸井 稔

27 -釈迦如来殿と多宝塔-
藤田 道夫
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４．横浜市内の梅（一）

32 -白梅-
平川 富雄

33 -メジロと梅-
平川 富雄

34 -白梅-
菅谷 誠

35 -白梅-
菅谷 誠

36 -紅梅-
菅谷 誠

37 平本 孝志11



４．横浜市内の梅（二）

41 -春の香り-
大平 政雄

42 -春の香り-
大平 政雄

43 -春を待つ-
大平 政雄

40 -香り立つ春告草-
髙橋 静子

38 平本 孝志

39 平本 孝志

12



４．横浜市内の梅（三）

48 -光・微笑む-
小野 正明

49 -梅と猫-
佐野 誠

46 -咲き始め-
石崎 久男

44 -春・・・梅花のおもてなし（２/３）-
糸井 稔

45 -春・・・梅花のおもてなし（３/３）-
糸井 稔

47 -天空のオブジェ-
藤原 英樹
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４．横浜市内の梅（四）

54 -三重塔と梅-
佐野 誠

53 -華やかに-
坪内 秀郎

52 -梅一輪-
坪内 秀郎

51 庄司 修

50 庄司 修
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５．神奈川県内の梅

56 -春の日差し-
宮田 廣昭

57 -山門早春-
小野 正明

59 -早春満花-
南坂 純治58 庄司 修

55 -曽我梅林にて-
相澤 正行
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６．東京都内の梅（一）

63 -春の陽ざし-
野口 栄

60 -老木の影-
小泉 正敏

62 -撮る人：見る人-
小泉 正敏

61 -古木ガンバリ-
小泉 正敏

64 名和 祥子 65 名和 祥子
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６．東京都内の梅（二）

69 -美しく-
石崎 久男

68 -夢への階段-
石崎 久男

66 髙橋 静子

67 -ときめぐる生芽-
野口 栄
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６．東京都内の梅（三）

71 -暖かいまなざし-
座光寺 努

72 -暖かいまなざし-
座光寺 努

73 -暖かいまなざし-
座光寺 努

70 -春の訪れ-
岩永 葉子
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発行日 平成29（2017）年4月
問合せ先 川崎市幸区役所道路公園センター

川崎市幸区下平間357-3
電 話 044（544）5500
ＦＡＸ 044（556）1650
E-mail 63dousei@city.kawasaki.jp


