
第30回かごしまフォト農美展　入賞者一覧

賞 題    名 名    前 賞 題    名 名    前

1 鹿児島県知事賞 ひと休み 山田　宏作 36 入選 苗床へ 柏木　研造

2 南日本新聞社賞 私が掘ったよ 上園　四男 37 入選 薪割り 柏木　政子

3 鹿児島県土地改良事業団体連合会会長賞 コロナ禍の田植え 藤本　克彦 38 入選 小休止 柏木　政子

4 鹿児島県教育委員会賞 集落奉仕作業 川畑　憲一 39 入選 農を終えて 上　良照

5 審査員奨励賞 一息 大薄　順子 40 入選 収穫の喜び 上　良照

6 審査員奨励賞 ひと休み 栫井　俊英 41 入選 南薩春夜 亀田　晃一

7 特選 頼もしき後継者 岩坪　千枝子 42 入選 今日もいっしょ 川枝　和弘

8 特選 ミーティング 川尻　宣博 43 入選 山里を彩る 川枝　和弘

9 特選 葉たばこの収穫 木元　邦義 44 入選 茶摘み日和 川添　邦子

10 特選 牛がいるから元気（84歳） 立野　和行 45 入選 レタスの植付け 木元　邦義

11 特選 うち合わせ 中島　亮一 46 入選 冬支度 久保　政行

12 特選 一家総出 中間　政博 47 入選 ヘチマ畑の木陰で水分補給 小荒田　洋江

13 特選 浜下り 野村　憲子 48 入選 梅園の春 小牧　三郎

14 特選 家族総出 東　桂子 49 入選 マルチ張り 鮫島　孝

15 特選 レンコン畑の笑顔 藤本　和子 50 入選 肥料散布 鮫島　孝

16 特選 伝統を受け継ぐ 別府　和代 51 入選 手塩にかける種籾 白尾　孝一

17 特選 海の見える段々畑と赤土 安田　卓也 52 入選 力合わせて苗床作り 白尾　孝一

18 特選 出番でーす 山口　武海 53 入選 家族で杉苗木出荷 新福　里志

19 特選 夫婦仲良く 山崎　淳子 54 入選 家族で手際よく 鈴木　弘信

20 特選 一息ついて 山下　清實 55 入選 収穫終えて 鈴木　弘信

21 特選 初体験 領家　幸内 56 入選 餅米の天日干し 園田　光代

22 入選 スマートライン 岩田　サツ子 57 入選 見事な干し大根 大社　正照

23 入選 おでん用大根の緊急出荷 上園　四男 58 入選 風雨襲う 大社　正照

24 入選 収穫を終えて 内田　則夫 59 入選 私の畑 髙山　雅子

25 入選 自然に囲まれて 宇野　正勝 60 入選 家族で芝の収穫 橘木　雅晴

26 入選 養蜂業 蜜蜂に囲まれて 海老原　純一 61 入選 合鴨の詩 田中　和彦

27 入選 棚田の空 大木場　万里子 62 入選 夜間の大根干作業 田中　和彦

28 入選 涙が出そう 大迫　豊昭 63 入選 代掻き 田邊　幹明

29 入選 いも洗い棒グルグル 大薄　順子 64 入選 梅を摘む 田邊　幹明

30 入選 餅つき応援隊 大薄　順子 65 入選 178才・オクラ収穫 田之上　幸弘

31 入選 孫もお手伝い 大薄　四男 66 入選 田植えの親子 辻　典昭

32 入選 中干し作業中 大山　修 67 入選 だれもしたなあ！ 東穂　礼正

33 入選 ここから始まる奉納踊り 長　勝幸 68 入選 農は楽し！ 富窪　保子

34 入選 収穫体験 長　秀子 69 入選 均等に分ける 中島　亮一

35 入選 補水 栫井　俊英 70 入選 再生棚田を継ぐ 中原　忠彦
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71 入選 継承地の田植え 中原　まり子 106 入選 自慢の砂丘らっきょう 脇田　佳子

72 入選 ジィジ交代だよ 中間　政博 107 鹿児島県農業農村整備情報センター会長賞 トンネルの水路作業 脇田　佳子

73 入選 仕事を終えて 西村　正一郎 108 審査員奨励賞（課題） 清流に洗う 鈴木　弘信

74 入選 空豆の間引き 野村　憲子 109 審査員奨励賞（課題） 号令かけて大掃除 橘木　雅晴

75 入選 霜対策 橋本　保 110 課題特選 環境を守る 大迫　豊昭

76 入選 熱中対策 橋本　保 111 課題特選 堰板じまい 柏木　研造

77 入選 田植え時 浜畑　麗子 112 課題特選 水神と用水路 辻　典昭

78 入選 ソバ耕作一年生 東　桂子 113 課題特選 おじちゃん頑張って 東　桂子

79 入選 描き放題 久永　賢明 114 課題特選 楽園 平野　ルミ子

80 入選 みんなで作った島のブランド 平井　孝八 115 課題入選 初雪 大迫　豊昭

81 入選 棚田を守り75年 平野　ルミ子 116 課題入選 土砂掻きは重労働 大薄　順子

82 入選 うんまか西瓜を作いもそ 福留　博子 117 課題入選 棚田をうるおす 大薄　四男

83 入選 心弾んで 福山　由美子 118 課題入選 関吉の疎水－時は流れても 長　秀子

84 入選 いい出来映えだぞ 藤原　弘美 119 課題入選 温め水路作り 柏木　研造

85 入選 学校田の草取り 藤本　和子 120 課題入選 雨にも負けず 川上　敦弘

86 入選 収穫の朝 藤本　克彦 121 課題入選 冬場の鶴渡来地 木元　邦義

87 入選 寒風の朝に 別府　和代 122 課題入選 お茶の時間 木元　邦義

88 入選 ボクも手伝いしたい 堀ノ内　靖 123 課題入選 飛び立つ 大社　正照

89 入選 網の中で!! 堀脇　盛一 124 課題入選 1人草刈中 髙山　博道

90 入選 田ノ神巡行 前野　淳子 125 課題入選 井堰のとりかえ 橘木　ツギ子

91 入選 白菜の植えつけ 松永　マリ子 126 課題入選 堰守 田中　和彦

92 入選 見守る人々 三浦　学 127 課題入選 鍬に感謝・手入れ 田上　博明

93 入選 満天の夜 水溜　恵子 128 課題入選 共助の溝さらえ日 中原　まり子

94 入選 私の大好物 峯　とみ 129 課題入選 水路の点検作業 橋本　保

95 入選 共同作業 峯　とみ 130 課題入選 水路清掃 東　桂子

96 入選 開聞岳を望む 峯﨑　善通 131 課題入選 せっぺとべを終えて 平野　ルミ子

97 入選 がんばれ!!ニッポン!! 安田　卓也 132 課題入選 水路整備 福山　由美子

98 入選 高菜の出荷作業 安田　卓也 133 課題入選 水路掃除 藤本　克彦

99 入選 園児の収穫体験 山口　武海 134 課題入選 里山の行事 藤本　克彦

100 入選 親子三代 山﨑　満義 135 課題入選 群 堀脇　盛一

101 入選 耕転日和 山﨑　満義 136 課題入選 柴堰作りの共同作業 山口　武海

102 入選 可愛い早乙女 山下　清實 137 課題入選 山あいの棚田 山田　宏作

103 入選 ひと休み 山下　三重子 138 課題入選 早苗と田ノ神 山田　宏作

104 入選 台風の爪痕 領家　幸内 139 課題入選 作業開始 脇田　佳子

105 入選 酪農に生きる夫婦 脇田　佳子
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