
第26回かごしまフォト農美展　入賞者名簿

賞 題　名 名　前 賞 題　名 名　前

1 鹿児島県知事賞 手際よく 栫井　俊英 36 入選 良かデコンじゃ 上　良照

2 南日本新聞社賞 豊作を願う 中原　まり子 37 入選 出来は上々 木之元　俊久

3 鹿児島県農業農村整備情報センター会長賞 順番待ち 柏木　政子 38 入選 スイカの収穫 木元　邦義

4 鹿児島県土地改良事業団体連合会会長賞 本城春祭り 中原　忠彦 39 入選 深ネギの収穫 木元　邦義

5 鹿児島県教育委員会賞 山里の暮らし 田邊　幹明 40 入選 安堵する夕暮れの刻 久木野　睦

6 審査員奨励賞 お茶の時間 酒匂　猛 41 入選 冬キャベツの収穫 久木野　優子

7 審査員奨励賞 匠の技 諏訪園　保 42 入選 旬の味覚 櫛山　つぎ

8 特選 ８３(はちみつ)採ってます 赤石　透 43 入選 うららかな日差しの中で 江夏　美里

9 特選 新茶の台地 柏木　研造 44 入選 虚無僧踊り 江夏　睦浩

10 特選 ちまき作り 柏木　政子 45 入選 大収穫 小湊　美恵

11 特選 今日も健在 川尻　宣博 46 入選 モ～たまらん 里村　強志

12 特選 植え付け日和 鮫島　孝 47 入選 池のそうじ 重久　充教

13 特選 打つ 鈴木　弘信 48 入選 「トンボ」とり 重久　充教

14 特選 茶畑の現実 大社　正照 49 入選 稲刈り終了～・身も心もホッ 新坂　まなみ

15 特選 芝の切り取り 辻　典昭 50 入選 農に親しむ 杉山　富男

16 特選 茅カル 馬場園　信義 51 入選 里のもやし作り 鈴木　弘信

17 特選 遊び場 東　桂子 52 入選 育苗作り 仙名　良一

18 特選 動員かけて手際よく 堀脇　盛一 53 入選 森林ボランティア植樹作業 園田　光代

19 特選 ふ～っとひと息 松永　マリ子 54 入選 カーポート拝借 髙岡　勝義

20 特選 収穫日和 松本　伸一 55 入選 伝統の黒酢つくり 髙山　博道
21 特選 家族農業 山口　正之 56 入選 可愛い早乙達 髙山　博道
22 特選 豊年祈願還幸行列 山下　清實 57 入選 美しき茶つみ風景 髙山　雅子

23 入選 朝の出勤 有馬　純一 58 入選 時々腰のばし 橘木　ツギ子

24 入選 ジャガイモ大豊作 有村　憲一 59 入選 寒干しの夜 田中　和彦

25 入選 母なる山の裾野にて 安藤　房子 60 入選 お茶タイム 田中　美智子

26 入選 ベトナムからの助け人 池田　穰 61 入選 頑張れ孫、愛情を込めて！！ 田中　美智子

27 入選 諸鈍シバヤ　おにぎり振る舞い 泉　慶子 62 入選 農一筋70年 田邊　幹明

28 入選 収穫の喜び 内田　則夫 63 入選 さあ・もう少しだ頑張れ 田上　博明

29 入選 憩いのひととき 宇野　正勝 64 入選 早堀りの喜び 田之上　幸弘

30 入選 早苗のころ 大迫　豊昭 65 入選 真夏の作業 田村　洋一

31 入選 捕まえたぞぉ～ 大薄　四男 66 入選 収穫日和 辻　典昭

32 入選 お役割、お疲れ様 大園　藤子 67 入選 地熱利用 水流　泰郎

33 入選 優しい田ノ神さあ～ 海江田　昌邦 68 入選 収穫の後で 東穂　礼正

34 入選 植え付けの春 柏木　研造 69 入選 田植研修中 戸内　洋子

35 入選 収穫の秋 柏木　政子 70 入選 今日もぬっかなー 富窪　保子
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71 入選 収穫体験 永江　広幸 105 入選 豊作 松本　伸一

72 入選 熱中試運転 中川　義昭 106 入選 夢中になり過ぎて 三浦　學

73 入選 ぼくら研修生 中島　亮一 107 入選 田植日和 峯﨑　善通

74 入選 昔ながらの手植え 中原　忠彦 108 入選 西郷どん来年きばってね！ 村山　隆

75 入選 初冬の種入れ 中原　まり子 109 入選 孫の手伝い 本村　智

76 入選 そらまめ収穫後の根切り 中村　ます子 110 入選 海沿いに果実袋の花が咲く 森　哲男

77 入選 84才タバコもうまい！！ 西田　裕昭 111 入選 田の神の引っ越し 安田　卓也

78 入選 入り日のころ 西村　正一郎 112 入選 ごくだいまじゅい 安田　久子

79 入選 あぶないよ 荷福　孝久 113 入選 どこまで続く 山口　武海

80 入選 大王（ウォー）どんが通る 野村　憲子 114 入選 頑張ってます 山﨑　満義

81 入選 西瓜のハンモック 萩元　義人 115 入選 エシャレットの収穫 山下　清實

82 入選 レタスの収穫 橋本　保 116 入選 梅ちぎり 山下　三重子

83 入選 子牛の誕生に感謝 橋本　保 117 入選 幸せのバラ届けます 米田　尚史

84 入選 里山の春祭り 馬場園　信義 118 鹿児島県ふるさと保全委員会賞 土作りでマルチ作業 木元　邦義

85 入選 あ・うん 浜畑　麗子 119 審査員奨励賞 家族で土作り 辻　典昭

86 入選 協同作業 東　桂子 120 課題特選 収穫を終えて 鈴木　弘信

87 入選 帽子の中に笑顔 久留　良德 121 課題特選 植え付けの準備 橋本　保

88 入選 瑞穂の国 久永　賢明 122 課題特選 力を込めて 福山　由美子

89 入選 孫娘と一緒に 平井　孝八 123 課題特選 赤土の代掻き 松木　絹子

90 入選 菜種の共同収穫 樋渡　直竹 124 課題特選 畝に堆肥をまく 松木　正一

91 入選 祭りを終えて 福留　博子 125 課題入選 百年先の開墾作業 大薄　四男

92 入選 驚く農業の機械化 福留　義之 126 課題入選 良い畑になりそうだ 江夏　美里

93 入選 苦労が報われるとき 福留　義之 127 課題入選 落葉の収集 江夏　睦浩

94 入選 頼もしい後継者 福山　由美子 128 課題入選 散布作業 鮫島　孝

95 入選 田植の思い出 福吉　勝文 129 課題入選 晩秋のくん炭作り 諏訪園　保

96 入選 出荷作業 藤本　克彦 130 課題入選 牛糞の散布 髙山　雅子

97 入選 ラッキョウの植え付け 藤本　克彦 131 課題入選 土壌くん蒸作業 田邊　幹明

98 入選 手入れも見張りもばんぜん 堀之内　誠 132 課題入選 米ぬか散布 辻　典昭

99 入選 お手伝い 前原　益雄 133 課題入選 いい茶が育つように 東穂　礼正

100 入選 つるし芋の里 前原　益雄 134 課題入選 強い味方 長里　利寛

101 入選 天空の棚田 松木　絹子 135 課題入選 灼熱の中で 中原　忠彦

102 入選 春うらら 松木　正一 136 課題入選 朝霧 西　保幸

103 入選 夏休みのお手伝い 松永　マリ子 137 課題入選 あじさいの頃 西村　正一郎

104 入選 おいしく漬かれよ 松永　マリ子 138 課題入選 ＥＭ団子を作る 荷福　孝久

139 課題入選 準備中 久永　賢明
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