
（50音順、敬称略、2019年11月時点）

№ 肩　　書

1 青木　美紀 小学校教諭

2 浅葉　克己 アートディレクター

3 荒木　啓子 ぴあフィルムフェスティバルディレクター

4 有坂　塁 移動映画館 キノ・イグルー代表

5 有馬　晴海 政治評論家

6 安藤　和津 エッセイスト/コメンテーター

7 安藤　サクラ 俳優

8 安藤　桃子 映画監督

9 飯田　団紅 切腹ピストルズ／江戸一番隊総隊長

10 池坊　美佳 華道家

11 井沢　元彦 作家/大正大学表現学部客員教授

12 石川　慎吾 高知大学名誉教授

13 石田　エリ 編集者

14 稲垣　典年 高知県立牧野植物園解説員

15 受田　浩之 高知大学理事（地域・国際・広報・IR担当）／副学長

16 内野　輝明 有限会社内野設計代表取締役

17 有働　由美子 アナウンサー

18 宇根　豊 農と自然の研究所代表／百姓思想家

19 梅原　真 デザイナー／武蔵野美術大学客員教授

20 漆　紫穂子 品川女子学院理事長　

21 海老塚　和秀 五台山竹林寺住職

22 遠藤　豊 テクニカルディレクター

23 大石　真司 NPO法人オーガニックスタイルこうち理事

24 オオタヴィン 映画監督／食農ジャーナリスト

25 大貫　妙子 音楽家

26 大宮　エリー 作家/脚本家/映画監督等

27 岡﨑　誠也 高知市長

28 小笠原　まき イラストレーター

29 小川　知子 ライター／編集者

30 奥田　瑛二 俳優/映画監督

31 尾﨑　正直 高知県知事

32 落合　宏理 FACETASMデザイナー

33 柿谷　奈穂子 日本茶インストラクター

34 北大路　翼 俳人

35 kitta／キッタユウコ 植物染色作家

36 木下　威征 オーナーシェフ

37 草間　吉夫 東北福祉大学特任教授／元高萩市長

氏　　名
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38 國友　昭香 国友商事株式会社代表取締役

39 黒笹　慈幾 南国生活技術研究所代表

40 小西　利行 クリエイティブ・ディレクター/コピーライター

41 GOMA ディジュリドゥアーティスト/画家

42 三枝　成彰 作曲家

43 相良　育弥 茅葺き職人

44 佐藤　俊 クリエイティブ・ディレクター

45 鮫田　晋 いすみ市農林課生産戦略班主査

46 塩井　るり ケータリング「Mama Luli」代表 / カフェ「Breakfast Club」代表

47 スズキコージ イラストレーター

48 髙杉　尚志 小児科医（高杉こどもクリニック院長）

49 武　正晴 映画監督

50 竹下　和男 子どもが作る“弁当の日”提唱者

51 竹村　昭彦 高知県酒造組合理事長／司牡丹酒造株式会社代表取締役社長

52 田中　淳 東京大学大学院情報学環　教授　総合防災情報研究センター長

53 谷川　徹 農と生きもの研究所

54 田原　総一朗 ジャーナリスト

55 俵　万智 歌人

56 佃　弘樹 現代アーティスト

57 寺尾　紗穂 音楽家／エッセイスト

58 中尾　清一郎 株式会社佐賀新聞代表取締役社長

59 長野　亮

60 中村　一義 ミュージシャン

61 中村　久美 社会福祉法人同朋会常務理事／児童心理治療施設さくらの森学園施設長

62 中山　英之 東京藝術大学准教授

63 南塚　真史 株式会社NANZUKA代表取締役

64 新羅　慎二 ミュージシャン／俳優

65 野村　貴子 香美市立楠目小学校校長

66 橋尾　直和 高知県立大学文化学部教授

67 蜂谷　宗苾 香道志野流二十一世家元継承者

68 服部　一景 有限会社開港舎代表取締役社長

69 濵田　治 土佐和紙職人

70 濵田　洋直 土佐和紙職人

71 林　真理子 作家

72 春田　聖史 株式会社スウィーツ代表取締役社長

73 東村　アキコ 漫画家

74 平山　雄一 音楽評論家
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75 船曳　建夫 文化人類学者/東京大学名誉教授

76 増田　順一 株式会社ゲームフリーク取締役兼開発本部長／株式会社ポケモン取締役

77 松浦　美穂 ヘアスタイリスト

78 松﨑　淳子 土佐伝統食研究会代表／高知県立大学名誉教授

79 丸若　裕俊 EN TEA主宰／茶人

80 三浦　透子 俳優

81 三浦　夏樹 高知県立坂本龍馬記念館チーフ（学芸担当）

82 水上　元 高知県立牧野植物園園長

83 宮澤　かれん 一般社団法人HAND STAMP ART PROJECT海外特派員

84 三山　ひろし 歌手

85 村上　モリロー 瀬ト内工芸ズ。部長／アートディレクター

86 茂木　健一郎 脳科学者

87 森　星 モデル

88 山縣　良和 デザイナー／教育者

89 山﨑　早太 sail atelier/ヴィレッジ村長

90 山本　優作 NPO法人高知県有機農業研究会理事

91 横山　大介 デザイナー

92 吉田　俊道 NPO法人大地といのちの会代表理事／株式会社菌ちゃんふぁーむ社長

93 鎧塚　俊彦 「Toshi　Yoroizuka」オーナーシェフ

94 ロッド・マイヨール ドキュメンタリー・ディレクター


