
第 61 回小牧市民美術展の優秀作品を紹介します
問合先　こまき市民文化財団　（☎71‐9700）

日本画の部 《審査対象数 23点》

▲知屋城　留里子
　　　「あふれる思い」

市長賞
知屋城　留里子（城山）
市議会議長賞
梅村　和子（岩崎）
市教育委員会賞
松本　昭（小松寺）
こまき市民文化財団賞
中井　一郎（古雅）

市長賞
渡辺　照明（小牧原新田）
市議会議長賞
酒井　香江子（外堀）
市教育委員会賞
船橋　紀雅（小木）
こまき市民文化財団賞
勝川　正治（小木南）

市長賞
小林　明子（光ヶ丘）
市議会議長賞
長瀬　徹（小牧）
市教育委員会賞
佐藤　孝男（光ヶ丘）
こまき市民文化財団賞
森　美雪（小牧）

市長賞
中嶋　桂子（篠岡）
市議会議長賞
藤井　寿美子（藤島）
市教育委員会賞
𠮷野　正枝（小松寺）
こまき市民文化財団賞
山岡　陽子（桃ヶ丘）

洋画の部 《審査対象数 62点》

▲中嶋　桂子
　　　 「高原の夏Ⅲ」

写真の部 《審査対象数 97点》

市長賞
水野　琴秀（堀の内）
市議会議長賞
中澤　抱翠（桃ヶ丘）
市教育委員会賞
佐藤　悠佑（河内屋新田）
こまき市民文化財団賞
鈴木　愛累（入鹿出新田）

書道の部 《審査対象数 51点》

◀
水
野
　
琴
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許
渾
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」

彫塑・工芸の部 《審査対象数 22点》

▲小林　明子
　「Traumorpha 夢壺」

　10 月 25 日から 11月 3日までまなび創造館で開催された市民美術展では、日本画、洋画、
彫
ちょう
塑
そ
・工芸、書道、写真の 5部門に審査対象作品合計 255点が出品され、今回も多くの力作が

集まりました。
　上位入賞者は以下のとおりです。（敬称略、掲載作品は第 61回市長賞受賞作品）
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明
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」

（篠岡）

藤井　寿美子（藤島）

野　正枝（小松寺）
こまき市民文化財団賞
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市  民  優  待
利用方法
・右の「温水プール優待券」を切り取り、温水プール受付
に入場料とともに提出し、入場券と引き換えてください。

・利用の際、簡単なアンケートにご協力ください。

対象　市内在住の方

温水プール市民優待券
有効期限：令和 3年 2月 28日㈰
休館日は、事前にホームページ等でご確認ください。

一般（高校生以上） 530 円→ 220円
　小中学生（中学生以下）220円→ 110円
　未就学児（２人目から）220円→ 110円
　　※未就学児は同伴する大人１人につき１人無料
　　※ 60歳以上（市内）、 障がい者（大人・小人）の料金は対象ではありません。
※優待券での入場は有効期限内のみとなります。

小牧市
温水プール
優　待　券

※チケットは切り取って
　ご利用ください。

本券 1枚につき
４人まで有効
※コピー不可

注意事項
・オムツ、トレーニングパンツ（スイミングオムツ
含む）を必要とする乳幼児は入場できません。

・小学 3年生以下は、高校生以上の同伴が必要
　※大人 1人につき小人 2人まで。
・優待券で払い戻しはできません。

住所 野口2394‐3　電話番号 78‐0102　開場時間 平日：午後1時～8時、土・日、祝日：
※時間入れ替え制(午前10時～午後1時、午後2時～5時、午後6時～8時）休場日 毎週月曜日
　と祝日の翌日（この日が休日にあたるときは開場）および年末年始（12月28日～1月4日） 

温水プール 割引します
温水プールの市民優待券を３カ月間の期間限定で今年も発行します！温水プールの市民優待券を３カ月間の期間限定で今年も発行します！
場内は空調が完備され、室温32℃と冬でも快適に健康づくりの場として利用できます。場内は空調が完備され、室温32℃と冬でも快適に健康づくりの場として利用できます。
水中運動教室など有料の健康づくり教室も開催されています。水中運動教室など有料の健康づくり教室も開催されています。
この機会に温水プールをぜひご利用ください！この機会に温水プールをぜひご利用ください！

の入場料を

市民限定！
市民限定！

2月28日　まで！
2月28日　まで！

ホームページはホームページは
こちらこちら

！

小牧駅周辺イルミネーション

問合先　シティプロモーション課（☎ 76‐1173）

冬の時期に、駅前通りを華やかにライトアップする小牧駅周辺イルミネーション。
　今年はクリスマス、お正月、バレンタインの時期に合わせて一部の装飾が様変わ
りし、訪れる度に楽しめるような演出となっています。
　ラピオ南東のポケットパークや駅前のシンボルツリー付近には、フォトスポット
を用意。シンボルロードでは吉五郎が楽しそうに踊り出迎えます。
　さらに、コロナ禍を乗り越えるため一致団結し、一つになろうという思いを込め、
駅前をブルー一色に染める「LIGHT IT BLUE」キャンペーンを期間限定で行います。
　寒い冬をひと時暖めるようなイルミネーションをぜひ楽しんでください。
※ご来場時には新型コロナウイルス感染症予防対策にご協力ください。

★★

情報情報情報

今年も小牧駅前から商店街にかけてのシンボルロードをイルミネーションで彩ります！

テーマテーマ

～シンボルロードの一部～～シンボルロードの一部～ ～ポケットパーク～～ポケットパーク～

〈イルミネーションイメージ〉〈イルミネーションイメージ〉

「街と気持ちに明かりを灯して、心を一つに～One Team ～」

11 2020
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ときとき 2020 年 12 月 15 日2020 年 12 月 15 日㈫㈫～～
　　　2021 年 2 月 15 日　　　2021 年 2 月 15 日㈪㈪
ところところ 小牧駅前シンボルロード小牧駅前シンボルロード

（（日日））（日）
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優待券は、各世帯に配布または市内各所に設置された広報紙に掲載されています。


