■福岡県美しい景観選 絵画部門 小学生の部 （令和 3 年度）
大賞

名前

： 鬼木 光恵 おにき みつえ

タイトル： 赤レンガ
学校名 ： 福岡市立 舞鶴小学校 6 年
描いた場所： 福岡市中央区福岡市赤レンガ文化館の風景
コメント
明治時代の我が国を代表する建築家、辰野金吾と片岡安の設
計により、明治 42（1909）年に日本生命保険株式会社九州支
店として建てられました。その後、建物は市民の保存活動に
より残り、昭和 44 年に重要文化財の指定を受け、福岡市に渡
されたそうです。小さい頃から、いつも赤レンガの前を通っ
ていて、気になっていたから選びました。
金賞

名前

： 新村 麗美 しんむら れみ

タイトル： 身近なところにあるきれいな風景
学校名 ：福岡市立 舞鶴小学校 5 年
描いた場所： 福岡市中央区カモメ広場の風景
コメント
色をぬる時、すべて、混色にしました。1 番最初に、うすい
緑色でぬって明るいかんじにしたけど、それとは反対のくら
いかんじの色でぬりました。気をつけたところは、光のあた
り方とかげの向きです。もともと、そういうのをかくのは、
得意だけど、ちょっとたくさんかかないといけなかったから
むずかしかったです。なぜこの風景を選んだかというと、わ
たしのかきたいものが全部あったからです。その分、清書も
下書きも大変だったけど思ったよりもいい出来になってよ
かったです。
金賞

名前

： 野村 おと のむら おと

タイトル： 私の通学路
学校名 ：筑紫野市立 二日市小学校 6 年
描いた場所： 筑紫野市湯町二日市温泉街の風景
コメント
大好きな温泉が並ぶ通学路を絵に残したいと思ったからで
す。1 年生の手を引いていっしょにドキドキしたり、友達と
「あぶりカルビ」をして帰ったり、楽しい思い出がいっぱい
です。4 月からは通学路でなくなるけれど、温泉に入ったり、
ちょうちんに明かりがついたきれいな夜景を見に行きます。
銀賞

名前

： 大下 敬太郎

おおした けいたろう

タイトル： ぼくの大好きな小倉城
学校名 ： 粕屋町立 仲原小学校 6 年
描いた場所：北九州市小倉北区の風景
コメント
おばあちゃんの家に行くと必ず見に行く小倉城。生まれて初
めて見た日本の身近な城だったので選びました。

銀賞

名前

： 中村 千結良

なかむら ちゆら

タイトル： おつかれさま、新幹線
学校名 ： 福岡市立 堅粕小学校 5 年
描いた場所：福岡市博多区堅粕の風景
コメント
私の家は線路のそばで、玄関をあけると電車や新幹線が見え
ます。夜 7 時ごろ、空がとてもきれいだったのでながめてい
たら新幹線が博多駅に帰ってきました。その様子から、「今
日も一日運転おつかれさまでした。」と思ったので、きれい
な夕焼け空と一日がんばった新幹線を書きました。
佳作

名前

： 井上 知香 いのうえ ちか

タイトル： 天神にある赤レンガ
学校名 ： 福岡市立 舞鶴小学校 6 年
描いた場所：福岡市中央区天神赤レンガ文化館の風景
コメント
赤レンガ文化館は、福岡市の中心にある歴史のある建物で
す。この建物は、レトロで赤であたたかみのある存在感があ
ります。この建物の美しいと印象に残っているところは、建
物の外から見える電球です。建物の外から見える電球は、レ
トロで赤レンガ文化館にあっている色合いで印象に残って
います。これからも、都会だけれど昔の雰囲気を大切にして
いきたいです。
佳作

名前

： 緒方 俊哉 おがた しゅんや

タイトル： 脇山の田植え
学校名 ： 福岡市立 脇山小学校 6 年
描いた場所：福岡市早良区脇山の風景
コメント
僕の住んでいる脇山地区は山林や田畑が多くある。僕は田植
えをする時期が一番好きだ。小さい時から父と一緒に田植え
機に乗って田植えをしていた。今では、自分一人でも田植え
機を運転することができるようになった。だから自分の田ん
ぼで田植え機に乗って田植えをする風景を選んだ。
佳作

名前

：高浪 瑠風

たかなみ るか

タイトル： いやしの風景
学校名 ： 福岡市立 那珂小学校 6 年
描いた場所： 福岡市博多区那珂２丁目の風景
コメント
いやしの景色という題名を付けた理由は家から見える景色
をながめるといつも落ち着くからです。そして、電車・新幹
線・飛行機が見られる特別な場所です。工夫したところは、
山・草・木をただぬるだけではなく緑と黄緑などを混ぜて色
あざやかにしました。ぬり方は筆の先の部分をギザギザにし
たり、点々ぬりにしたりして葉や草をかきました。がんばっ
たところは家などの建物をかくところでした。今、けんせつ
している「ららぽーと」があるのでクレーン車もかきました。

佳作

名前

： 中島 瑠菜 なかしま るな

タイトル： 私の心に残った風景～博多湯
学校名 ： 筑紫野市立 二日市小学校 6 年
描いた場所： 筑紫野市二日市温泉街の風景
コメント
私のふるさとの筑紫野市。その中でも一番心に残ったのが、
この二日市温泉街の博多湯です。きれいな青い空、風にゆれ
るやなぎの葉、そして、歴史が伝わってくる、この博多湯の
かん板と建て物。これが、何故か心に残ったのです。見た目
だけでなく、中にある温泉も、とても気持ちがいいですよ。
これらの理由から、私はこの風景を選びました。
佳作

名前

： 廣橋 るみな

ひろはし るみな

タイトル： 色とりどりの赤レンガ
学校名 ：福岡市立 舞鶴小学校 6 年
描いた場所：福岡市中央区赤煉瓦文化館の風景
コメント
いつも習い事で赤煉瓦文化館の近くを通るときにキレイだ
なと思って見ていました。私は、大阪にある赤煉瓦倉庫に小
さいころに行ったことがあって、見た時にとてもみ力を感じ
ました。１つ１つの赤レンガの色がびみょうにちがって、見
ていてワクワクしていました。そんな赤煉瓦が身近にあるこ
とを知り、とても感動しました。そのため、今回この風景を
選びました。

■福岡県美しい景観選 絵画部門 中高生の部 （令和 3 年度）
大賞

名前

： 西川 和佳奈

にしかわ わかな

タイトル： 出発
学校名 ： 福岡県立 八幡中央高等学校 2 年
描いた場所： 北九州市八幡西区皿倉山ロープウェイからの風景
コメント
私がこの風景を選んだ理由は３つあります。1 つ目は、私は毎朝
皿倉山を見ながら通学しており、一度描いてみたいと思っていた
からです。２つ目は、初めて皿倉山に登った時、ケーブルカーと
ロープウェイを利用し、そこから見える植物やこもれびがとても
きれいで、印象に残ったからです。３つ目は皿倉山の自然の豊か
さを感じたからです。また、皿倉山は季節によって葉の色などが
変化していく中でも、夏の皿倉山がきれいだと思い描きました。
金賞

名前

： 税田 夏碧 さいた なつみ

タイトル： 朝の庭
学校名 ： 福岡県立

金賞

明善高等学校 2 年
描いた場所： 久留米市草野町山辺道文化館の風景
コメント
山辺道文化館は、耳納連山の麓、静かな自然に囲まれてひっそり
とたたずむ洋館です。大正 3 年に建てられ、かつては病院として
使われていました。大規模な木造洋風 2 階立ては国内でも珍し
く、その優れたデザインから、国の登録文化財となっています。
私がこの建物を知ったのは、高校 1 年生のときです。歴史情緒あ
ふれる草野の街並みの中でもひときわ素敵な雰囲気をまとって
いるように感じました。淡い水色の外壁と白い窓枠、２階の白い
カーテンが少しだけ開いているのが見えて、素敵な室内への想像
がかき立てられます。庭の草木は朝日に照らされてさわやかに輝
いていました。文化館では月ごとに小さな作品展が開かれていま
す。この絵を見た人にぜひ山辺道文化館を訪れてほしいです。
名前
： 田中 晴梨 たなか せり
タイトル： 緑が紡いできた景色
学校名 ： 行橋市立 行橋中学校 3 年
描いた場所：行橋市今井津須佐神社の風景
コメント
私がこの風景を選んだ理由は、この石垣がとても美しいと思った
からです。私が実際に須佐神社に訪れた際、石垣の大きさに圧巻
されると共に、山にそびえ立つその姿がとても美しいと感じまし
た。また自然の植物と石垣が共存しているように見え、この 2 つ
が紡いできた素晴らしい景色を描いてみたいと強く思いました。
石・１つ１つや、木・1 本 1 本をとてもこだわって描いたので、
少しでも美しい風景が見る人に伝わっていたら良いなと思いま
す。

銀賞

名前

： 老松 杜彩 おいまつ とあ

タイトル： 津屋崎漁港 夏景色
学校名 ： 福津市立 津屋崎中学校 2 年
描いた場所： 福津市津屋崎 津屋崎漁港の風景
コメント
理由は 2 つあります。１つ目は海が自慢の津屋崎なので、海をま
じえた風景をかいてみたかったからです。2 つ目は小学 5 年生の
ときに船の絵をちょうど同じ画角でかいていて、中学 2 年生の自
分の実力はどれほど変わったのかを知りたかったからです。美し
い海と多くの船を少しでもリアルにかけるように、何度も試行さ
くごしてかき、自慢が伝わるように細かく丁寧に描いたところが
ポイントです。津屋崎の自慢の漁港をご覧下さい！
銀賞

名前

： 實松 新太 じつまつ しんた

タイトル： 心安らぐ場所
学校名 ： 福岡県立 八幡中央高等学校 2 年
描いた場所： 北九州市小倉北区魚町旦過市場付近の風景
コメント
コロナウィルスが流行する前と後では生活も大きく変化しまし
た。自粛を強いられるなかで活気のある街も静かになりました。
にぎわいをみせる本来の旦過市場をまちわびつつ静かにたたず
むこの場所に一抹のさびしさを感じます。変わっていく風景がま
た人情味のあふれた心安らぐ場所になることを願って描きまし
た。
銀賞

名前

： 松尾 美禮 まつお みれい

タイトル： 私の町の思い出の公園
学校名 ： 筑紫野市立 筑紫野中学校 2 年
描いた場所：筑紫野市武蔵 天拝山歴史自然公園の風景
コメント
天拝山歴史自然公園は私が小学生の頃に遠足で何度も訪れた思
い出の場所です。この公園のそばには、九州最古と言われる武蔵
寺があります。公園では、藤、つつじ、花菖蒲、しゃくなげ、も
みじなど季節ごとの花が楽しめます。私は、歴史と自然を感じら
れるこの公園が今でも大好きです。
佳作

名前

： 井村 日香梨

いむら ひかり

タイトル： 最後の思い出
学校名 ： 福岡県公立 古賀竟成館高等学校 1 年
描いた場所： 福岡市東区香椎浜の風景
コメント
この絵を描こうと思ったきっかけは、中 3 のクラスみんなと最後
の思い出として行った花火大会会場の海の写真を見た事でした。
美しい空や海に映る光とビルが美しく感動しました。この頃はコ
ロナのせいで行事もなくなっていき、中学校生活最後の 1 年が味
けないものになっていましたが、その中でもみんなで何か思い出
を作ろうと開催したのが花火大会でした。私にとってこの景色は
友達との思い出がつまった美しい景色です。

佳作

名前

： 薄井 琢磨 うすい たくま

タイトル： 思い出の木
学校名 ： 福岡県公立 古賀竟成館高等学校 1 年
描いた場所： 古賀市の風景
コメント
景観の絵を決めるときに、まっさきにうかんだのはこの木の風景
でした。この木は家の近くにあって、よくそのまわりで小さい頃
に友達と遊んでいました。毎日のように遊んでいて、とても楽し
かった思い出もあるし、この近くではじめて自転車に乗れたりし
た思い出もあって、この木を見るたびにたくさんの思い出が蘇る
ので、
「思い出の木」という題名でこの風景を選びました。
佳作

名前

： 長村 望恭

おさむら みちか

タイトル： 和布刈神社
学校名 ：福岡県立 門司学園高等学校 2 年
描いた場所： 北九州市門司区和布刈神社の風景
コメント
私は日々習慣として学校から帰った後にジョギングをしていま
す。いつも走っているジョギングのルートの途中に和布刈神社が
あり、通るときに必ずお参りをするのですが、そのときに見る夕
日に照らされた神社が本当に美しく、私のお気に入りの場所とな
っているので、この風景を選びました。
佳作

名前

： 古門 由菜 ふるかど ゆな

タイトル： 歴史的建造物 守田蓑洲旧居
学校名 ： 行橋市立 行橋中学校 2 年
描いた場所：行橋市沓尾 守田蓑洲旧居の風景
コメント
この建物「守田蓑洲旧居」は今から 150 年ほど前に建てられたも
のだそうです。実際に中に入ったり、広い庭を歩いたりしました。
2 階の窓からは海が見えてとてもきれいでした。このように私達
の身近な場所にも歴史がかくされていることをたくさんの人に
知ってもらい、足を運んでほしかったので、この風景を選びまし
た。
佳作

名前

： 堀

真理子

ほり

まりこ

タイトル： ほほえみ
学校名 ： 福岡県立 八幡中央高等学校 2 年
描いた場所：

糟屋郡篠栗町 高野山真言宗別格本山呑山観音寺

の風景
コメント
福岡の私の好きな景色というテーマを考えた時に、昔家族と見に
行った呑山観音寺の紅葉を思い出しました。たくさんのおじぞう
様が居たのが印象的で紅葉を背景に絵描きました。おじぞう様を
見るとつい自分の心が優しくなる気がして、とても好きです。
色々な色を混ぜて一体一体個性を表しています。

佳作

名前

： 松尾 舞花 まつお まなか

タイトル： 太宰府の天満宮
学校名 ： 久留米市立 筑邦西中学校 2 年
描いた場所： 太宰府市宰府 太宰府天満宮の風景
コメント
来年度受験生ということもあり、願かけという意味でも太宰府天
満宮を選びましたし、太宰府天満宮の朱や赤の鮮やかさや美しさ
にひかれ、太宰府天満宮をえらびました。建物をかくのは何回が
たつけれど、必ず太宰府はかきたい！と思っていたので、この作
品をかけてうれしいです。

■福岡県美しい景観選 絵画部門 学生・一般の部
大賞

名前

（令和 3 年度）

： 松本 弘紀 まつもと ひろき （57 歳）
（糸島市在住）

タイトル： 神と人の守る島
描いた場所：糸島市二丈浜窪の海岸線に突き出た箱島（旧 202 号
線沿い）の風景
コメント
おだやかな海岸線にそっと突き出した小島は、季節や時間帯で光
や色が変わり、とても美しく神々しいです。中にある小さな箱島
神社は、耳と恋愛の神様で、私たち浜窪地区で守りつづけていま
す。
金賞

名前

： 谷川 延広 たにがわ のぶひろ（68 歳）
（太宰府市在住）

タイトル： 旦過市場（No.1）
描いた場所：北九州市小倉北区魚町の風景
コメント
昭和 30 年代に建てられた木造建築物が大都市小倉の街の中で時間
が止まったかのような空間を残しています。古い建物（生活感の
ある）と横に流れる神嶽川の風景が何とも言えない昭和の哀愁を
感じます。再開発が計画されているので、なんとかその景観を絵
に残しておきたいと思い、2021 年 12 月にスケッチに行きました。
金賞

名前

： 𠮷川 まりえ

よしかわ まりえ（29 歳）
（北海道札幌市在住）

タイトル： 朝焼けの御笠川
描いた場所：福岡市博多区 御笠川の風景
コメント
単身赴任中の父から送られてきた、有名所でも観光地でもない御
笠川の風景から、生活拠点としての「福岡」を感じたから
銀賞

名前

：竹内 恵美

たけうち えみ （50 歳）
（福岡市中央区在住）

タイトル：地行 3 丁目交差点の夜
描いた場所：福岡市中央区地行 3 丁目交差点 マークイズももちの
角の風景
コメント
子どもを塾に迎えに行った帰り、買い物帰りなど、いつもこの交
差点を通ります。並ぶ車のテールランプや街灯などの明かりが温
かく迎えてくれるような気持ちになります。こうしたありふれた
日常の風景が好きで描きました。

銀賞

名前

： 種 素子

たね もとこ（48 歳）
（福岡市中央区在住）

タイトル： 商店街の花屋さん
描いた場所：福岡市中央区 唐人町商店街の風景
コメント
この界隈に住んで 5 年余りですが、長年暮らしているかの様など
こか懐かしい雰囲気が好きで、この場所を描きました。再開発が
進む中、この様な光景も残ってほしいと思います。
銀賞

名前

：三木 紳市

みき しんいち（71 歳）
（福岡市東区在住）

タイトル：志賀島（潮見公園展望台）からの海の中道の眺望
描いた場所：福岡市東区志賀島 潮見公園からの風景
コメント
島山頂から海の中道をはさんで、180°見渡される博多湾、玄界灘
の景色が雄大で絵にしたくなった。
佳作

名前

： 大石 千代子

おおいし ちよこ（79 歳）
（久留米市在住）

タイトル： 冬 柿畑の老木
描いた場所：久留米市田主丸益生田バス停から東へ１km くらいの
風景
コメント
毎日の散歩コース。柿の老木と若い木の違いが面白い、老木らし
く堂々とした幹。威厳を保ちながら春の芽吹きに向けている老木
への応援画。
佳作

名前

： 鮫島 由衣 さめしま ゆい（25 歳）
（飯塚市在住）

タイトル： 赤坂商店前
描いた場所：飯塚市大門 赤坂商店前の風景
コメント
以前通勤途中によくお店の前を通っていました。自販機がたくさ
ん並んでいて、少し懐かしくて、面白い店構えだと思い水彩で描
きました。
佳作

名前

：新谷 繁治

しんがい しげはる（74 歳）
（糟屋郡須恵町在住）

タイトル： 呑山観音
描いた場所：糟屋郡篠栗町県道９号線から右折したところの風景
コメント
近所なのに行くことは無かったのですが、バスハイクで名所と知
り、初めて妻と行きました。予想以上で、入口の仁王と紅葉の対
比が美しかったです。

佳作

名前

：新谷 繁治

しんがい しげはる（74 歳）
（糟屋郡須恵町在住）

タイトル： 田原のイチョウ
描いた場所：八女郡広川町 県道 82 号線沿いの風景
コメント
近くのイチョウは散りはじめましたが、バスハイクで行くことが
わかり、妻と行きました。初めての場所でした。奥のイチョウが
満開でした。
佳作

名前

： 津﨑 善則 つざき よしのり （74 歳）
（福津市在住）

タイトル： 恋の浦海岸（馬の背）
描いた場所：福津市の風景
コメント
幼いころから、よく仲間と弁当を持参して遊んだ思い出の場所で
す。絵を描くことが好きだったのですが、18 歳で仕事が東京にな
って、17 年前に帰郷し懐かしくて、つい高台の道路からクーピー
色鉛筆で描きました。
佳作

名前

：藤本 まなみ ふじもと まなみ（33 歳）
（熊本県八代市在住）

タイトル：紅葉山の通り道
描いた場所：福岡市早良区高取 紅葉山公園の風景
コメント
紅葉山公園の近くに実家があり、小学生の頃よく公園で遊んでい
ました。久しぶりに訪れて、変わっていない通り道がとてもなつ
かしくて、この風景を選びました。
佳作

名前

： 宮﨑 京子 みやざき きょうこ（79 歳）
（福岡市中央区在住）

タイトル： コスモスと子供達
描いた場所：福岡市西区 飯氏田園スポーツ広場の風景
コメント
コスモスが風にゆられ、子供達も楽しそうにしていましたので、
私も自然の中につつまれ、穏やかな気持ちになり、自然がいいな
ーと想いました。

◆福岡県美しい景観選「景観発見賞」 （令和 3 年度）
発見賞

名前

： 伊藤 蓉子 いとう ようこ

（79 歳）
（春日市在住）

タイトル： 白壁の町並み
撮影場所： うきは市吉井町
撮影日 ：2021.09.16
発見賞

名前

： 太田 明男 おおた あきお （74 歳）
（大阪市淀川区在住）

タイトル： ジブリの森
撮影場所： 糟屋郡篠栗町 篠栗九大の森
撮影日 ：2019.04.03
発見賞

名前

： 鹿島 和生

かしま かずお（76 歳）
（福岡市城南区在住）

タイトル： 参道の秋
撮影場所： 田川郡添田町 英彦山
撮影日 ：2016.11.10

発見賞

名前

： 武内 力丸 たけうち りきまる

（18 歳）

（太宰府市在住）
タイトル： Story
撮影場所： 福岡市博多区中洲
撮影日 ：2021.08.07

発見賞

名前

： 福森 和子 ふくもり かずこ （75 歳）
（中間市在住）

タイトル： 洞穴の夕景
撮影場所： 遠賀郡芦屋町山鹿 芦屋洞穴
撮影日 ：2021.10.17
発見賞

名前

： 村上 勝治 むらかみ かつじ（57 歳）
（名古屋市西区在住）

タイトル： 晴天に映える蛸壷
撮影場所： 北九州市小倉北区大字藍島 本村漁港
撮影日 ：2020.10.14

発見賞

名前

：

山下 孝則

やました たかのり（68 歳）
（福岡市西区在住）

タイトル： 瑠璃色の絨毯
撮影場所： 福岡市東区 海の中道海浜公園
撮影日 ：2021.04.03
展示

名前

： 鹿島 和生 かしま かずお（76 歳）
（福岡市城南区在住）

タイトル：コスモスの咲く頃
撮影場所： 宗像市 大島
撮影日 ：2017.10.09

展示

名前

： 河本 信雄 かわもと のぶお （63 歳）
（東京都練馬区在住）

タイトル： 青の競演
撮影場所： 福岡市東区西戸崎 海の中道海浜公園
撮影日 ：2016.04.19
展示

名前

： 北山 一則 きたやま かずのり （73 歳）
（大野城市在住）

タイトル： 菜の花の散歩道
撮影場所：久留米市宮ノ陣 2-11 思案橋排水場付近
撮影日 ：2021.03.17

展示

名前

： 北山 一則 きたやま かずのり （73 歳）
（大野城市在住）

タイトル： 美しき夕暮
撮影場所：糟屋郡粕屋町駕与丁 1 丁目 かすやドーム横
撮影日 2021.01.27

展示

名前

： 木下 翔太

きのした しょうた （38 歳）
（うきは市在住）

タイトル： 夕陽を浴びる金ピカ列車
撮影場所： 久留米市 JR 善導寺駅
撮影日 ：2021.11.27

展示

名前

： 木下 翔太

きのした しょうた （38 歳）
（うきは市在住）

タイトル： クリスマスファクトリー
撮影場所： 大牟田市新港町 シグマパワー有明
撮影日 ：2021.12.11

展示

名前

： 佐藤 卓生 さとう たかお （52 歳）
（横浜市在住）

タイトル： 桜の季節
撮影場所： 福岡市中央区 福岡城趾
撮影日 ：2021.03.22

展示

名前

： 田渋 康行 たしぶ やすゆき （69 歳）
（北九州市小倉北区在住）

タイトル： 皿倉山―冬
撮影場所：北九州市小倉北区より
撮影日 ：2018.1.12

展示

名前

： 田中 耕太郎 たなか こうたろう （73 歳）
（糸島市在住）

タイトル： 黎明の干潟
撮影場所： 福岡市西区今津 瑞梅寺川河口の干潟
撮影日 ：2021.10.24

展示

名前

： 辻 歩乃果 つじ ほのか （14 歳）
（北九州市小倉北区在住）

タイトル： 4 つのインフラ
撮影場所： 北九州市小倉北区 北九州モノレール三萩野駅
撮影日 ：2022.01.04

展示

名前

： 西村 晃 にしむら あきら （85 歳）
（福岡市東区在住）

タイトル： 宝山寺-新吉野公園
撮影場所： 糟屋郡篠栗町 宝山寺-新吉野公園
撮影日 ：2021.11.19

展示

名前

：野田 碩人

のだ せきと （15 歳）
（佐賀県鳥栖市在住）

タイトル： 思い出を探しに
撮影場所： 福岡市中央区 水鏡天満宮横
撮影日 ：2021.12.22

展示

名前

：福森 和子

ふくもり かずこ （75 歳）
（中間市在住）

タイトル： 春のめざめ
撮影場所： 北九州市小倉南区 長野緑地
撮影日 ：2021.02.07
展示

名前

：松浦 寛

まつうら ゆたか （45 歳）
（久留米市在住）

タイトル： コスモス列車
撮影場所： 田川郡香春町採銅所 宮原コスモス園
撮影日 ：2020.10.19

展示

名前

：三戸 律子

みと りつこ （78 歳）
（山口県宇部市在住）

タイトル： すす払い
撮影場所： 糟屋郡篠栗町 南蔵院
撮影日 ：2019.12.26

展示

名前

：山口 清

やまぐち きよし （87 歳）
（中間市在住）

タイトル： 秋の足立公園
撮影場所： 北九州市小倉北区 足立公園
撮影日 ：2020.10.23

