
　　　「舞う」 志風　弘子 （伊佐市） 　　　「樹木悠々」 鮫島　和子 （さつま町）

「一夜限り」 山﨑　美千代 （姶良市） 「気になる電話」 四元　砂子 （姶良市）

「仲間の語らい」 本山　愛子 （姶良市） 「カラスウリ」 丸山　純子 （霧島市）

　　　

「君はキラキラ」 番匠　知子 （鹿児島市） 「廃屋（土手下）」 湯川　俊明 （姶良市）
　　

　　 　　

【 入 選 】(順不同)



「人物『優』」 本　植信 （鹿児島市） 「大地の恵みⅡ」 永田　邦枝 （鹿児島市）

「凜と咲く寒梅」 宮江　定信 （霧島市） 「朽ち行く丸太橋」 谷口　功 （姶良市）

「山ぶどうのご馳走」 内之浦　道弘 （姶良市） 「花は祈る」 幸野　芳子 （姶良市）

「Mement vivere」 中摩　直美 （姶良市） 「桜島」 奈良　益子 （姶良市）

【 入 選 】(順不同)



「木漏れ日の道」 吉原　徳穂 （姶良市）

「楽しかった夏の想い出」 武澤　扶美江 （霧島市） 「大楠と桜もある社」 山田　惠子 （姶良市）

「心に期するものあり」 溜　謙太郎 （鹿児島市） 「朝霧」 東江　清 （さつま町）

「ゆりとあじさい」 水流　いずの （姶良市） 「想う04」 長野　春郎 （都城市）

「前の浜は、漁船、人、魚、で賑わっていたんだよ。」 常田　和子 （姶良市）

【 入 選 】(順不同)



「思い出」 木村　まち子 （小林市） 「関之尾の滝」 金丸　和子 （えびの市）

「水面」 蓮池　洋久 （伊佐市） 「モデルの女」 牧　恵子 （鹿児島市）

「窓辺の語らい」 揃　寿子 （鹿児島市） 「お寺の鐘」 川﨑　正清 （鹿児島市）

「カゴシマドウジ２」 小平田　清和 （鹿児島市） 「仲良し３兄弟」 福重　隆義 （鹿児島市）

【 入 選 】(順不同)



「祭り」 大田　鶴美 （鹿児島市） 「明日へ」 濱田　みよこ （鹿児島市）

「晩秋の里」 久木野　政次 （鹿児島市） 「青龍」 竹山　詩乃 （さつま町）

「高千穂天空牧場風にふかれて」 安川　スミエ （鹿児島市） 「ふたり姉妹」 有水　二子 （鹿児島市）

「ホットする韓国岳」 末留　幸哉 （鹿児島市） 「秋の暮」 冨吉　孝雄 （鹿児島市）

【 入 選 】(順不同)



「朝が来る」 上村　みづえ （鹿児島市） 「朝焼け（重富海岸）」 里　秀一郎 （鹿児島市）

「平和をまつ」 有村　淳一 （鹿児島市） 「難破船」 古市　俊雄 （鹿児島市）

「卓上の華」 有村　惠子 （鹿児島市） 「紬・ひとすじ」 村山　義明 （鹿児島市）

「夢」 東　キヨ子 （鹿児島市） 「否」 坂元　みつえ （鹿児島市）

【 入 選 】(順不同)



「少年時代の思い出」 山本　菊洋 （鹿児島市） 「轟然新燃岳Ⅲ」 成見　正人 （鹿児島市）

「春待ち重富海岸」 稲盛　貞子 （鹿児島市） 「永遠の想い」 有村　美緒子 （鹿児島市）

「祈り」 平山　美優姫 （出水市） 「名工」 坂口　俊一 （鹿児島市）

「オブジェ（卵の城）で遊ぶ児等」 岩松　宣郎 （鹿児島市） 「スカーフを巻いたトルソー」 龍野　克衣 （鹿児島市）

【 入 選 】(順不同)



「ペダルⅠ」 大塚　喜照 （鹿児島市） 「鉄の扉」 大塚　まき子 （鹿児島市）

「オバッチョ踊り」 水溜　和順 （湧水町） 「彼岸の里」 竹之内　ひとみ （姶良市）

「桜島」 伊集院　啓子 （鹿児島市） 「桜並木」 伊集院　雅博 （鹿児島市）

「旅の思い出」 鈴木　かおる （鹿児島市） 「長靴、大好き」 岩﨑　智子 （伊佐市）

【 入 選 】(順不同)



「限界集落」 永吉　真理子 （鹿児島市） 「蘭」 永井　啓 （姶良市）

「龍門司坂」 有村　俊江 （湧水町） 「入来神舞」 津曲　義人 （姶良市）

「初秋の古社」 井之上　鉄 （霧島市） 「森の人」 坂口　誠 （伊佐市）

「りんちゃんとシャボン玉」 兵底　由紀子 （伊佐市） 「あけび」 石本　祐子 （伊佐市）

【 入 選 】(順不同)



「ないしょ話」 本田　洋子 （伊佐市） 「猿ケ城渓谷」 花田　耕一 （鹿児島市）

「初夏の息吹」 宮下　久美 （鹿児島市） 「夜明けのうた」 大山　寧江 （伊佐市）

「紅葉かつ散る」 上　一成 （姶良市） 「切り通しのある風景」 佐原　カツヱ （姶良市）

「寺山から見た薩摩川内市」 田畑　智行 （薩摩川内市） 「浮き玉」 末吉　公子 （姶良市）

【 入 選 】(順不同)



「朝日が射す下がり花の森」 石原　幸子 （鹿児島市） 「岳の伴」 池田　おさむ （霧島市）

「沿線の夕暮れ」 満留　ミエ子 （いちき串木野市） 「里山」 中俣　シマ子 （薩摩川内市）

「蒲生の山路」 野村　文代 （姶良市） 「遊歩道」 伊地知　勝次 （鹿児島市）

「BLACK RAIN-R」 池田　政年 （垂水市） 「壮円（爽）」 小針　勝一 （姶良市）

【 入 選 】(順不同)



「やさしい時間（とき）の中でⅡ」 宮原　誠子 （鹿児島市） 「友人の悩み」 山口　正人 （日置市）

「私の休日Ⅰ」 山口　和子 （日置市） 「明日天晴」 福寿　清文 （鹿児島市）

「秋の日に」 堀川　渉 （都城市） 「港の漁具Ⅰ」 小川　正幸 （姶良市）

「黒いコスチュームのdoll.(Ⅱ）」 竹ノ内　スヱ子 （霧島市） 「水辺」 三神　雄二 （東京都羽村市）

【 入 選 】(順不同)



「赤と黒」 三國　新之介 （東京都杉並区） 「天に召される百合」 安武　洋子 （姶良市）

「満月の夜の桜島」 日高　真美 （姶良市） 「華．華」 大窪　多紀子 （鹿児島市）

「笑顔の母と孫」 徳田　あおい （姶良市） 「高千穂峰Ⅱ」 池田　英幸 （霧島市）

「太鼓踊り」 宮竹　英俊 （霧島市） 「ふるさとの駅」 松崎　みい子 （姶良市）

【 入 選 】(順不同)



「風に押されて」 宮永　修 （霧島市） 「里の秋」 清藤　勉 （鹿児島市）

「春どなり」 横峯　由子 （姶良市） 「白銀坂を行く」 松本　賢治 （姶良市）

「岩剱神社」 増田　芳文 （姶良市） 「スニーカーの休日」 下大薗　秋代 （鹿児島市）

「秋（慈眼寺公園）」 𠮷田　順子 （姶良市） 「縄文の丘より桜島」 小水流　悦子 （姶良市）

【 入 選 】(順不同)



「竹林のツワの花」 橋口　美伊子 （姶良市） 「至福の時」 市原　妙子 （鹿児島市）

「カサブランカ・Ｈ」 有島　郁子 （伊佐市） 「楽しい時間」 木下　せい子 （鹿児島市）

「夏帽子」 長野　昌代 （鹿児島市） 「シルエット」 鬼塚　順子 （霧島市）

「どう盛りますか……。」 深江　貢 （姶良市） 「木彫の静物」 田中　文代 （鹿児島市）

【 入 選 】(順不同)



「月桃」 和田　律子 （日置市） 「幸せ呼ぶちょう」 中馬　千鶴子 （鹿児島市）

「実りの秋」 山下　由美子 （鹿児島市） 「ネバーランド」 土噐　記世美 （えびの市）

「ツバキ」 大迫　美智子 （姶良市） 「ツジガミ」 切田　京美 （姶良市）

「行楽あいら」 黒田　桐子 （霧島市） 「頑張った記憶」 柳野　淳子 （姶良市）

【 入 選 】(順不同)



「野焼き」 萩元　清隆 （霧島市） 「笑顔2022」 吉留　冨士子 （霧島市）

「映る」 江﨑　浩史 （霧島市） 「金山橋」 長山　芳史 （鹿児島市）

「願い」 濵﨑　芳實 （鹿児島市） 「旅立つ朝」 上山　幸子 （屋久島町）

「休息」 小野　和子 （霧島市） 「朝もやと桜島（住吉より）」 田中　了 （姶良市）

【 入 選 】(順不同)



「昭和の時」 坂元　知子 （姶良市） 「夢のシャボン玉」 有村　澄子 （鹿児島市）

「ユウスゲ」 内山　文雄 （鹿児島市） 「ノンストップ」 宇都　ゆかり （鹿児島市）

「若さへのあこがれ」 加治　幸一郎 （南九州市） 「インクボトル」 三角　久子 （鹿児島市）

「赤いタペストリー」 新納　美雪 （鹿児島市） 「桜島」 加治木　千秋 （鹿児島市）

【 入 選 】(順不同)



「夏山」 山元　辰一 （姶良市） 「登り窯」 三石　義廣 （湧水町）

「金山橋」 宗　啓子 （湧水町） 「高麗雉」 最勝寺　くるみ （霧島市）

「赤いランプ」 下平　むつみ （霧島市） 「チェックのスカート」 田中　喜代美 （鹿児島市）

「濃溝の滝」 山神　順子 （鹿児島市） 「秋」 小城　芳香 （鹿児島市）

【 入 選 】(順不同)



「藺牟田池の秋」 笹田　京子 （鹿児島市） 「ふるさとの秋」 野間　恵美子 （鹿児島市）

「石橋公園から」 床並　江津子 （鹿児島市） 「イタドリの咲く畑」 薗田　保代 （鹿児島市）

「ケイトウとカボチャ」 本田　光子 （霧島市） 「雲竜梅」 今別府　成美 （姶良市）

「深山に生きる」 黒木　賢司 （湧水町） 「水辺」 西牟田　耕博 （霧島市）

【 入 選 】(順不同)



「飛泉」 木村　弘 （鹿児島市） 「あじさい」 小松　ヨシ子 （霧島市）

「棚田の実り」 伊地知　和枝 （霧島市） 「時を刻む龍門司坂」 棈松　和人 （霧島市）

「イブニングベイ」 仮屋園　洋一 （霧島市） 「流鏑馬」 赤池　良行 （曽於市）

「桜島22」 西　節子 （霧島市） 「あじさいの詩」 岡元　昌子 （霧島市）

【 入 選 】(順不同)



「竹の子」 寳代　孝子 （霧島市） 「午後のひととき」 新福　忍 （霧島市）

「窓辺の贈花」 矢野　政巳 （霧島市） 「湖水の立ちん坊」 川路　良子 （鹿児島市）

「神橋」 稲森　勉 （鹿児島市） 「磯庭園Ⅱ」 瀬戸山　入江 （鹿児島市）

「駅舎」 梶木　美代子 （鹿児島市） 「浜辺」 豊　大輔 （姶良市）

【 入 選 】(順不同)



「こはるびより」 谷上　理恵子 （鹿児島市） 「花の部屋」 竹ノ内　幸恵 （霧島市）

「木立」 松井　正隆 （姶良市） 「望郷」 花山　潤治 （鹿児島市）

「錦繍」 岩井　香澄 （鹿児島市） 「晩秋の桜島」 重　睦子 （姶良市）

「河岸風景」 土田　美智子 （姶良市） 「翠ノ風渡ル」 寺澤　悦子 （伊佐市）

【 入 選 】(順不同)



「遊園地にて」 犬童　二郎 （鹿児島市） 「ねぐ」 伊集院　正 （宮崎市）

「旅の思い出’75」 土井　浩 （三股町） 「秋の山道」 境　良子 （高原町）

「卓上の静物」 西久保　透 （三股町） 「夢想」 篠原　榮一 （鹿屋市）

「雨あがりに」 藤浦　清香 （姶良市）

【 入 選 】(順不同)


