
画題 氏名 市町村

伊集院にて 加治　幸一郎 南九州市

なかよし 伊地知　勝次 鹿児島市

豊作 塗木　マサミ 鹿児島市

真昼の漁港 尾村　加代子 鹿屋市

海霧 山下　剛 宮崎市

泣きたい日 山本　珠莉 えびの市

泳ぎたいライオン 金丸　莉子 児湯郡都農町

岩屋観音 赤池　良行 曽於市大隅町

陽景流水 立花　純之 曽於市末吉町

蓮の花 小原　忠教 曽於市末吉町

我が手 須賀　靖子 曽於市財部町

万滝(黒滝) 軸丸　由子 都城市

無粋な自画像 榎屋　道治 志布志市

住吉神社油竹登り(取ったどー) 田實　鈴子 曽於市末吉町

北永野田駅下の廃屋のある風景 三野　和則 曽於市末吉町

Jewelry 大迫　綾美 肝属郡肝付町

元気な家族 中山　セツ子 曽於市末吉町

無言 二見　安正 曽於郡大崎町

街Ⅱ 諸木　春子 曽於郡大崎町

光刺す 白坂　茉桜 鹿児島市

極楽蝶花 西園　世志子 鹿屋市

ごめんな～ 犬童　スズ子 曽於市末吉町

ステイホーム4月 牧田　かおり 曽於市末吉町

夏の記憶 池田　政年 垂水市

ひまわり 金丸　陽子 霧島市

花束 佐々木　佐千子 霧島市

ほおずき 矢野　福子 霧島市

私のひまわり 井ノ口　洋子 霧島市

風にあそぶ 大紋　ヒデ子 霧島市

初夏の花 岡元　ミト 霧島市

梅雨の晴れ間 永田　テルヨ 霧島市

空に向かって 矢野　やす子 霧島市

おにユリ 万膳　りつ子 霧島市

初夏の食材 前田　安子 曽於市大隅町

東京の娘へ 田中　和代 霧島市

ミカンとリンゴの行進 久保　千枝子 鹿屋市

それになりたくて 原村　幸菜 曽於市財部町

飛行 内村　天音 鹿児島市

渇き 上田　紗輝 鹿児島市

紅葉に佇む 小迫　弥玲 曽於市末吉町

潮風に晒されて 和田　始子 曽於市末吉町

たんぽぽ 清祐　香織 曽於市末吉町

たまご/まち 清祐　凛人 曽於市末吉町

スッコン谷 浜田　真喜子 鹿児島市

愛猫 大園　ミヨ子 肝属郡錦江町

男のロマン 二川　由利 鹿屋市

滝…犬飼 西牟田　耕博 霧島市

愛の手 門田　進治 志布志市

都城市神柱宮 宮ノ下　一彦 都城市

憧憬 黒﨑　順子 鹿屋市

飛ぶ 河合　粂子 曽於市末吉町
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Happy Birthday 仮屋薗　寿子 鹿屋市

はなび 仮屋薗　陽歩 鹿屋市

海と空 仮屋薗　弘子 鹿屋市

人物 原之園　美知子 鹿屋市

こころに火をつけて 光行　栄子 曽於市大隅町

ヨクロンボ 榎田　忠雄 曽於市末吉町

花とフラダンス 榎田　淳子 曽於市末吉町

朝の煌き 別府　裕子 曽於市大隅町

ひまわり 髙橋　みどり 都城市

5月の野菜 三阪　睦子 都城市

大川原峡 坂元　則子 都城市

玉ネギ 宮路　イク子 曽於市末吉町

木目 井ノ上　シヅ子 都城市

春(どくだみの心) 有村　正章 都城市

ダリア 尾曲　靖子 都城市

face D 楠原　優子 都城市

どんどん祭り(Ⅰ) 新名　威 曽於市大隅町

烏骨鶏 髙橋　千恵子 都城市

復興への橋 吉村　義一郎 鹿屋市

ハートのスプーンとひみつのアイスクリーム まえの　せいこ 曽於市大隅町

待ちぼうけ 松本　紗世 曽於市末吉町

とうもろこし 西薗　祐太朗 霧島市

バナナの花 西薗　恵子 霧島市

浸水 神領　一晟 肝属郡東串良町

帰り道・Ⅰ 小倉　鈴子 曽於市大隅町

涼風Ⅱ 大村　イヨ子 曽於市財部町

窮屈な世界 白鳥　穂華 曽於市末吉町

仮面の内側 田中　喜代子 鹿児島市

ドラゴンフルーツ 竹田　実千代 霧島市

夢想 川添　明美 霧島市

祈誓 永吉　夏実 霧島市

未完成 塩入　涼佑 霧島市

学校の片隅で 吉留　冨士子 霧島市

いつまで！ 宮島　信秋 霧島市

理 藤﨑　千尋 鹿児島市

森の光 奥山　百合恵 鹿児島市

思い出 永野　愛梨佳 日置市

懐古 三角　日南 鹿児島市

SOO・O・MOU 岩下　浩子 鹿児島市

潜考 前門　琴音 薩摩川内市

crack 堀之内　彩七 日置市

ガーベラ 堀　冨士子 鹿児島市

一家団らん 安村　九郎 鹿児島市

朝焼の桜島 寺岡　由雄 都城市

エゾモモンガ 土井　浩 北諸県郡三股町

水無月の花 下出水　和子 鹿屋市

山と共に 境　良子 西諸県郡高原町

蘇鉄 春口　直彦 鹿屋市

旧家の門構え 印口　信一 肝属郡肝付町

初孫誕生 中岡　盛久 都城市

月夜の海へ 福元　イク 鹿屋市

パークゴルフ場Ⅰ 大田　透 北諸県郡三股町

チューリップ 堀　順子 宮崎市
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