
 

     令和２年度 第１１回「税に関する絵はがきコンクール」 

 入選作品のご紹介 

          最優秀賞              稚内税務署長賞      

             
           猿払村立浜鬼志別小学校４年                  猿払村立浜鬼志別小学校５年 

            山田 望結 さん                    太田 夢々 さん 

（公社）稚内地方法人会女性部会 



    令和２年度 第１１回「税に関する絵はがきコンクール」 

 入選作品のご紹介 

    優秀賞           優秀賞          優秀賞 

   
稚内市立稚内中央小学校５年       稚内市立潮見が丘小学校６年        浜頓別町立浜頓別小学校６年 

   小平 侑津妃 さん          吉見 芙侑 さん           藤井 美央  さん 

（公社）稚内地方法人会女性部会 



    令和２年度 第１１回「税に関する絵はがきコンクール」 

 入選作品のご紹介 

優秀賞                優秀賞        

      
猿払村立浜鬼志別小学校４年                枝幸町立枝幸小学校６年 

              太田 恋羽 さん                  佐野 琴珠 さん 

（公社）稚内地方法人会女性部会 



    令和２年度 第１１回「税に関する絵はがきコンクール」 

 入選作品のご紹介 

奨励賞 

     
 稚内市立稚内中央小学校６年        猿払村立知来別小学校５年       枝幸町立歌登小学校５年 

古川 鈴華 さん           山吹 望杏 さん         田中 紬喜 さん   

（公社）稚内地方法人会女性部会 



    令和２年度 第１１回「税に関する絵はがきコンクール」 

 入選作品のご紹介 

奨励賞 

     
  猿払村立知来別小学校６年        猿払村立浜鬼志別小学校４年      猿払村立知来別小学校 6 年    

  梅田 舷生 さん              野村 柚子 さん          谷口 好未 さん 

（公社）稚内地方法人会女性部会 



    令和２年度 第１１回「税に関する絵はがきコンクール」 

 入選作品のご紹介 

奨励賞 

   
遠別町立遠別小学校４年         稚内市立潮見が丘小学校６年     猿払村立浜鬼志別小学校６年    

 土田 美凪 さん               三澤 杏果 さん         竹田 丈祥 さん 

（公社）稚内地方法人会女性部会 



    令和２年度 第１１回「税に関する絵はがきコンクール」 

 入選作品のご紹介 

奨励賞 

    
稚内市立稚内港小学校６年      猿払村立浜鬼志別小学校６年       豊富町立豊富小学校５年    

𠮷田 環心 さん             菅原 知優 さん          佐藤 花純 さん  

（公社）稚内地方法人会女性部会 



    令和２年度 第１１回「税に関する絵はがきコンクール」 

 入選作品のご紹介 

奨励賞 

    
  猿払村立知来別小学校５年       稚内市立稚内東小学校４年      猿払村立浜鬼志別小学校４年    

    沖野 沙衣 さん               佐藤 心音 さん          長出 将英 さん 

（公社）稚内地方法人会女性部会 



    令和２年度 第１１回「税に関する絵はがきコンクール」 

 入選作品のご紹介 

奨励賞 

   
 猿払村立浜鬼志別小学校４年      稚内市立稚内中央小学校６年       浜頓別町立浜頓別小学校６年 

     飯田 京瑚 さん         藤田 陽菜 さん                  斉藤 隼哉 さん 

（公社）稚内地方法人会女性部会 



    令和２年度 第１１回「税に関する絵はがきコンクール」 

 入選作品のご紹介 

奨励賞 

   
浜頓別町立浜頓別小学校６年       浜頓別町立浜頓別小学校６年        浜頓別町立浜頓別小学校６年 

小松 歩夢 さん                 工藤 百桃 さん                菅原 世莉 さん 

（公社）稚内地方法人会女性部会 



    令和２年度 第１１回「税に関する絵はがきコンクール」 

 入選作品のご紹介 

奨励賞 

   
 浜頓別町立浜頓別小学校６年      浜頓別町立浜頓別小学校６年      猿払村立浜鬼志別小学校４年    

   中川 瑠唯 さん               近藤 楓來 さん          山岸 航也 さん 

（公社）稚内地方法人会女性部会 



    令和２年度 第１１回「税に関する絵はがきコンクール」 

 入選作品のご紹介 

奨励賞 

   
  浜頓別町立浜頓別小学校６年      浜頓別町立浜頓別小学校６年      浜頓別町立浜頓別小学校６年    

    葛西 愛美 さん               鎌田 夢珠音 さん         本間 咲希 さん 

（公社）稚内地方法人会女性部会 



    令和２年度 第１１回「税に関する絵はがきコンクール」 

 入選作品のご紹介 

奨励賞 

   
浜頓別町立浜頓別小学校６年        浜頓別町立浜頓別小学校６年       浜頓別町立浜頓別小学校６年    

   三浦 悠月 さん               鈴木 紳之介 さん          湯浅 みあ さん 

（公社）稚内地方法人会女性部会 



    令和２年度 第１１回「税に関する絵はがきコンクール」 

 入選作品のご紹介 

奨励賞 

     
 浜頓別町立浜頓別小学校６年      浜頓別町立浜頓別小学校６年      浜頓別町立浜頓別小学校６年    

   平井 雄剛 さん               青海 朝陽 さん          平 竜之介 さん 

（公社）稚内地方法人会女性部会 



    令和２年度 第１１回「税に関する絵はがきコンクール」 

 入選作品のご紹介 

奨励賞 

    
 浜頓別町立浜頓別小学校６年       浜頓別町立浜頓別小学校６年    浜頓別町立浜頓別小学校６年    

   岩田 風和 さん                佐藤 那美 さん         今野 優太 さん 

（公社）稚内地方法人会女性部会 



    令和２年度 第１１回「税に関する絵はがきコンクール」 

 入選作品のご紹介 

奨励賞 

           
      浜頓別町立浜頓別小学校６年                 浜頓別町立浜頓別小学校６年       

         小山内 桃子 さん                         小西 優海 さん     

（公社）稚内地方法人会女性部会 



    令和２年度 第１１回「税に関する絵はがきコンクール」 

 入選作品のご紹介 

奨励賞 

       
      浜頓別町立浜頓別小学校６年               猿払村立鬼志別小学校６年       

          中川 幸士 さん                       林 真佳 さん     

（公社）稚内地方法人会女性部会 



    令和２年度 第１１回「税に関する絵はがきコンクール」 

 入選作品のご紹介 

参加賞 

   
  稚内市立稚内東小学校６年        枝幸町立歌登小学校４年         浜頓別町立浜頓別小学校６年 

    尾見 瑠香 さん               筒井 千晶 さん           庄司 晄悠 さん 

（公社）稚内地方法人会女性部会 



    令和２年度 第１１回「税に関する絵はがきコンクール」 

 入選作品のご紹介 

参加賞 

    
  猿払村立知来別小学校５年        稚内市立稚内港小学校６年      浜頓別町立浜頓別小学校６年 

    鈴木 蒼葉 さん               秋葉 真衣 さん         山田 勇斗 さん 

（公社）稚内地方法人会女性部会 


