
・取得年月日　　　　不明
・取得方法　　　　　 寄贈　　　 
・寄贈者　　末広屋電機(株)
　　　　　　　取締役社長　　猪股　徳次

1 ・作  者　　　　OBAYASHI
・絵画寸法　     ４５×３８
・展示場所
　役場第１庁舎２Ｆ廊下総務課前

・取得年月日　　　　不明
・取得方法　　　 　　不明 
・絵画寸法　　　５２×４４

2 ・展示場所
　役場第１庁舎２Ｆ廊下総務課前

・取得年月日　　　　不明
・取得方法　　　　　 不明 

　 ・作　者　　　　　S.Kikuchi
3 ・絵画寸法　　　 ５２×４４

・展示場所
　役場第１庁舎２Ｆ廊下
　企画財政課前



・取得年月日 　　　不明
・取得方法　 　　　 不明　　　 

4 ・作品名　　　　　旧庁舎　　　　　
・作　者　 　　　　安達　大元
・絵画寸法　　　８０×６５
・展示場所
　役場第１庁舎東階段

・取得年月日　　平成８年１０月２０日
・取得方法　　　　寄贈　　　 
・寄贈者　　　　　大野　重夫
・作品名　　　　　湿原早春（木版画）　

5 ・寸　法　　        ６８×５０
・展示場所
　役場第１庁舎東階段

・取得年月日　 　１９９４年
・取得方法　 　　 寄贈
・寄贈者　     　　村元　俊郎

6 ・絵画寸法　　　　６６×７８
・展示場所　
　役場第１庁舎１Ｆ出納室
　カウンター横



・取得年月日　　　昭和４３年１１月
・取得方法　　　 　寄贈

7 ・寄贈者　　　　　　鳰川　成一
・作品名　　　　　　花　　
・絵画寸法　 　　　５６×４８
・展示場所
　役場第１庁舎１Ｆ出納室

・取得年月日　　　　　　不明
・取得方法　　　　　　　 不明　　 
・作  者 　　　　　IKUO　SONODA

8 ・絵画寸法　　　　　４５×３６
・展示場所
　役場第１庁舎１Ｆ税務課前

・取得年月日　　　不明
・取得方法　　　　 寄贈
・寄贈者　　　　　　村元　俊郎

9 ・作品名　　
　ベネチュア国際イタリー　１９６８年作
・絵画寸法　 　　　５２×４６
・展示場所
　役場第１庁舎１Ｆ水道課前



・取得年月日　　１９９６年５月
・取得方法　　　 寄贈
・寄贈者　　布の絵本サークルひよこひよこ

10 ・作品名　　　　　パッチワーク　
・作　者　　　　　高橋　トミコ
・寸　法　　　　　３６×３１
・展示場所
　役場第１庁舎２Ｆ応接室

・取得年月日　　　１９９６年９月　　
・取得方法　　　　 寄贈
・寄贈者　　沖縄県知事　大田　昌秀

11 ・寸　法　　　　　　 ２７×２４
・展示場所
　役場第１庁舎２Ｆ応接室

・取得年月日　　　不明　　
・取得方法　　　　 寄贈
・寄贈者　　　北海道知事　町村　金五　　

12 ・寸　法　　　　　　２７×２４
・展示場所
　役場第１庁舎２Ｆ応接室



・取得年月日　　不明　　
・取得方法　　　 不明　　　 

13 ・寸　法　　　　　２７×２４
・展示場所
　役場第１庁舎２Ｆ応接室

・取得年月日　　　　不明
・取得方法　　　　　 不明 

14 ・作品名　 　　　　富士山
・絵画寸法     　２７×２９
・展示場所
　役場第１庁舎３Ｆ議長応接室

・取得年月日 　　　　　不明
・取得方法　　　　 寄贈（記念品） 
・寄贈者　　　　　　昭和４６年施行

15 　　　　　参議院議員通常選挙表彰
　　　　　 　十勝支所長　山田光夫
・寸　法　　　　　　　　５４×４６
・展示場所
　役場第１庁舎３Ｆ監査委員室



・取得年月日　　　　　不明
・取得方法　　　　　　 寄贈

16 ・寄贈者　　　　島田　四郎
・作品名　　　　　　　　　花
・絵画寸法　　　　５１×５９
・展示場所
　役場第１庁舎３Ｆ説明委員室

・取得年月日　　　　不明
・取得方法　　　　　 不明

17 ・絵画寸法　　　６０×５０
・展示場所
　役場第１庁舎３Ｆ議長応接室

・取得年月日　　　　　　　　不明
・取得方法　　　　　　　　　 不明

18 ・作品名 　　　　 ニコライ堂風景
・作　 者　　　　　　　八木　伸子
・絵画寸法　　　　　　　５６×４７
・展示場所
　役場第１庁舎３Ｆ選挙管理委員会室



・取得年月日　　　　不明
・取得方法　　　　　 不明

19 ・作 品 名 　　   　　以和為貴
・作　 　者　　　　　　岸　信介
・寸　　 法　　　　　   ２７×２４
・展示場所
　役場第１庁舎３Ｆ第２委員会室

・取得年月日　　１９６７．７．１４　　
・取得方法　　　 寄贈

20 ・寄贈者　　　　　芽室町森林組合
・絵画寸法　　　 ３２×４１
・保管場所
　役場第１庁舎地階和室

・取得年月日　　　　不明
・取得方法　　　　　 寄贈

21 ・寄贈者　　　田村　捷一
・絵画　第４回北海道中堅青年海外派遣
　　　　　参加記念（Ｓ４９．８．９～８．１１）
・絵画寸法　　　２８×２２
・保管場所
　役場第１庁舎地階和室



・取得年月日　　　不明
・取得方法　　　　 不明 

22 ・絵画寸法　　　　３５×４２
・保管場所
　役場第１庁舎地階和室

・取得年月日　　　　不明
・取得方法　　　　　 寄贈

23 ・寄贈者　　　町村　金五
・寸　法　　　　　３２×６７
・保管場所
　役場第１庁舎地階和室

・取得年月日　　昭和４８年４月
・取得方法　　　 不明

24            　　　北方領土返還運動全国行脚
・作　者　　　　　佐藤　男
・絵画寸法　　 　　　４１×３２
・保管場所
　役場第１庁舎地階和室



・取得年月日　　　　　不明
・取得方法　　　　　　 寄贈

25 ・寄贈者　　　　武田　範芳
・題　名　 　　ピエロの子供
・絵画寸法  　　　２７×２２
・保管場所
　役場第１庁舎地階和室

・取得年月日　　　　不明
・取得方法　　　　　 不明

26 ・絵画寸法　　　３２×４１
・保管場所
　役場第１庁舎地階和室

・取得年月日　　　　不明
・取得方法　　　　　 不明

27 ・絵画寸法　　　２４×３３　　
・保管場所
　役場第１庁舎地階和室



・取得年月日　　　　　　不明
・取得方法　　　　　　　 寄贈

28 ・寄贈者　  　　創元会　会員
・作品名　 　　　　岩・天売島
・絵画寸法　　　　　３８×４５
・保管場所
　役場第１庁舎地階和室

・取得年月日　　　　昭和２６年５月
・取得方法　　　　　 不明 

29 ・作品名　　　　 　　 バラ
・作者名　　　　　　　櫻井　豊松
・絵画寸法 　　　　　４１×２７
・保管場所
　役場第１庁舎地階和室

・取得年月日　　　　　不明
・取得方法　　　　　　 寄贈

30 ・寄贈者　　　 　大谷・棚瀬
　　　　　第二回地中海青年の船参加記念
・絵画寸法　　　　４５×６０
・保管場所
　役場第１庁舎地階和室



・取得年月日　　　　　　不明
・取得方法　　　　　　　 不明

31 ・作品名　　　　　サビタの花
・絵画寸法      　　４１×３２
・保管場所
　役場第１庁舎地階和室

・取得年月日　　　　　不明
・取得方法　　　　　　 不明

32 ・絵画寸法　　　　２３×３２
・保管場所
　役場第１庁舎地階和室

・取得年月日　　Ｓ５４年６月２６日　　
・取得方法　　　 不明 

33 ・作品名　　　　　鳥・花
・絵画寸法        ３２×４１
・展示場所
　役場第２庁舎２Ｆ水道課前



・取得年月日　　１９９５年１１月１３日　　
・取得方法　　　 寄贈

34 ・寄贈者　　　　　宮田　勝二
・作品名 　　　　 雪の農場－C
・作者名　　　　　神田日勝
・絵画寸法　　　 ４５×５３
・展示場所
　役場第１庁舎２Ｆ町長室

・取得年月日　　　　　不明　　
・取得方法　　　　　　 不明

35 ・絵画寸法　　　　　４１×３１
・展示場所
　役場第１庁舎２Ｆ副町長室

・作　者　　　　桑原　翠邦
・雅　号　　　　魚　目
・寸　法　　　　１３３×６８
・保管場所
　　役場第１庁舎地階和室

１９０６年 河西郡帯広町（現在の帯広市）生まれ。
１９２１年　　

36 １９２４年

１９２５年 書道芸術社に参加する。
１９７２年 東宮御所書道御進講となる。
１９９５年　３月２７日死去。

札幌鉄道教習所に入学し、大塚鶴洞に師
事したことで書を意識するようになった。
鉄道教習所を卒業し職に就くが、川谷尚
亭、比田井天来が相次いで北海道に来遊
し、上京を勧められたことで１９３２年に上
京し、比田井天来に師事した。

※全国各地を遊歴して書を頒布し、師天来の書法を
広めたことから「旅の書家」とも言われた。


