
家族の絆・個人部門

番号 賞 氏名

1 最優秀賞 松田 純 天国の父へ

2 優秀賞 黒川 希恵 夫へ

3 優秀賞 村田 有亨 父へ

4 家族の絆賞 宮﨑 寿真子 夫へ

5 みえのこども
応援賞 岡 暖人 犬へ

作品

もうすぐお父さんと同い年。挫けず笑顔で一生懸命生きてるよ。お父さんが生きてるときに伝えたかった。「あなたの子どもでよかった」
と。

「７時半まではお風呂待っててな」と行ってきますの言葉、大好きなパパとのお風呂に子供たちは８時までは粘ります！
家族みんなで待ってるよ。

駅で偶然父と会ったとき、家にいる時とは全く違う父の顔。その顔は常に真剣で力強さがあった。いつもありがとう。

定年まであと一年、あと一日。立ち止まる時もあったけど 家族のために歩み続けてくれたあなた、ありがとう。

いつもるすばんをしてくれている。だからぼくは、家にはやくかえってくる。



6 入選 木下 聡子 娘たちへ

7 入選 匿名希望 お母さんへ

8 入選 和田 圭史 お母さんへ

9 入選 岸本 彩希 ママへ

10 入選 山本 明日香 父へ

11 入選 田名瀬 泰奈 母へ

12 入選 河村 佳彦 父へ

13 入選 西川 由梨 竜星へ

14 入選 奥村 友香 お父さんへ

15 入選 大山 藍 父さんへ

16 入選 笠井 遥 おとうさんへ

17 入選 藤本 竜輝 両親へ

18 入選 中西 美奈 お父さんへ

19 入選 米澤 恭子 孫娘へ

20 入選 川喜多 麻衣 お母さんへ

おおばあは、こんな幸せもんはおらん、とあなたたちの優しさに泣いていたよ。おむつかえてくれてありがとう。

お母さんはシングルマザーだから、普通のお母さんの二倍悩んで、二倍怒って、二倍以上の愛をくれて…
それでもくじけずに ずっと今まで育ててくれてありがとう。

見張っていると思っていたけど 見守っていてくれたんだね。

ママ、ゆうなちゃんを産んでくれてありがとう。妹がこんなに可愛いって思わなかったよ。かっこいいお兄ちゃんになるからみててね。

なんでだろう。なんでこんなに父、おそく帰ってくるんだろう。そうやって思うことも、ときどきあった。
でも、ときどき夜中に目がさめて、ふと横をみると、少しだけ目があいていて、温かい手を出してくれる父。父の手、大好き。

「お母さんみたいな看護師になる」という夢は私の中では２番目。１番目は「お母さんみたいなお母さんになること」なんだよね。

お母さんがいない時りょうりを作ってくれてありがとう。あきないあじです。

背中を ポンポンポンポン と４回タッチする 大好きだよの言葉 いつもありがとう

いつも私が作るお弁当を、文句一つ言わず、「おいしい」と言って完食してくれてありがとう。

コゲた卵焼きに、コンビニにない 愛情を感じました。慣れない手つきで、お弁当ありがとう。

おとうさん いつもぼくのみかたで 見えないバリアで まもってる。

２つやりたい事があった時、１つだけかと思っていたぼくに、できるなら２つともがんばりな！と言ってくれた言葉。
うれしかった。ありがとう。

お母さんにありがとうと言ったことはあるけれど お父さんにはなかったね。
いつも知らないところでもう年なのに汗をかいて働いて 家に帰ってもお母さんに叱られて。
そんなお父さんにお疲れ様。いつもありがとう。

難聴になった私に ３才児なりに 一生縣命考えて ジェスチャーで 教えてくれる 孫娘 ありがとうね。

反抗期楽しまないでよお母さん 反抗する気なくなるじゃん



21 佳作 小菅 寿子 父へ

22 佳作 池田 明美 娘へ

23 佳作 匿名希望 １才の息子へ

24 佳作 姫子松 美帆 息子、そして母へ

25 佳作 匿名希望 父へ

26 佳作 高井 和子 娘へ

27 佳作 岩本 幸子 子供たちへ

28 佳作 金谷 早紀 母へ

29 佳作 森下 莉子 お母さんへ

30 佳作 濵地 良佳 かあ(母）へ

31 佳作 川治 ヒカリ パパへ

32 佳作 佐々木 健太 おにいちゃんへ

33 佳作 笹倉 愛梨 お母さんへ

34 佳作 若林 叡広 お母さんへ

35 佳作 益川 珠怜 お母さんへ

台所に立った事などない実家の父。ある日包丁の研ぎ方を習ってきた。いつも新品の切れ味です。ありがとう

ICUに入って２０日目の父。電話が鳴るたびおびえる私。横で「だいじょうぶ」と一言。その言葉が私の心の安定剤。

あなたがいるだけでママは 元気になれる 強くなれる 笑顔になれる ガンに負けないで生きてやる！って思えるよ

生まれて来てくれてありがとう。あなたが生まれて来てくれた時、私が生まれて来た本当の意味がわかった気がしました。
お母さん、私を生んでくれてありがとう。

いつも家族のために 一生懸命働いてくれてる父。休日ぐらいはソファーを占領しても許してあげるよ。

交通事故の知らせを聞いて 向かった病院。親に心配ばかりさせるバカ娘。生きててよかった。

いつもありがとう。毎日毎日の成長がとてもうれしい 笑顔も寝顔も泣き顔も全て、お母さんの宝物

「ありがとう」を言える子に。小さいときから言われてきたけど、いつも恥ずかしくてずっと言えない人がひとり。
あなただよ。お母さん。いつもありがとう。

いつも私のことを優先し、自分のことは後まわし。気づいているよ。ありがとう。

気づいてるのに寝たふりしてる。ごめん。おふとんかけてくれてありがとう。

久しぶりに会ったパパ。なんだかかっこよくなっていたパパ。ママと仲よくしてたパパ。
大嫌いだったパパは大好きなパパに変わった。思えばいつも見守ってくれてた。ありがとう。

ぼくがこけたとき、おんぶしてくれたね。いたかったけど、おにいちゃんのおかげで、えがおになれたよ。

お母さん、１０才の誕生日のとき、手紙をありがとう。自分の名前にも入っている「愛」を大切にするね！
お母さんの笑顔が大好きだよ。いつもありがとう。

お母さん、昨日より今日を見てくれてありがとう。

夜遅くまで遊んだ時、「心配したんやで」と言って泣きながら私をだきしめてくれた。あの日の温かさ…今でも覚えてます。



36 佳作 小菅 真大 お母さんへ

37 佳作 匿名希望 父へ

38 佳作 藤井 美奈 双子へ

39 佳作 海瀬 育子
私のお腹の中の

赤ちゃんへ

40 佳作 池田 和樹 家族へ

41 佳作 島田 奈奈 ままへ

42 佳作 匿名希望 お父さんへ

43 佳作 松田 優介 父母へ

44 佳作 坂部 由香里 息子、娘へ

45 佳作 たなか りの ままへ

46 佳作 仲森 美紀 孫へ

47 佳作 吉田 奈々瀬 父へ

48 佳作 花井 菜津美 まー君へ

49 佳作 二井 美沙子 お父さんへ

おばあちゃんがお父さんを見つめる瞳 お母さんが僕を見つめる瞳 おんなじ眼差しや、親子やもんな。

お昼も、夜も、寝る時間とかも削ってまでうちらのために働いてくれとるまま。めっちゃ感謝しとるよ！
いつも、ほんまにありがと！これからもがんばってな☆ １番の応援者より。

私の帰りが遅くなるとお風呂にも入らず待っていてくれるお父さん。言葉数は少ないけど、愛情はちゃんと届いています。
お父さん、いつもありがとう。

６人兄妹分の生活費や学費。アルバイトを始めて、初めて苦労がわかりました。今までも、そして、これからもありがとう。

不揃いに並んだ洗濯物、下には踏み台そのままに、仕事行っている間に干してくれたんだね。

ままのところにうまれてきたよ いつもぎゅうしてくれてありがとう

いつもおじいちゃんに将棋で負け、ぼやく孫。負けてやろうと思うがやめた。
早く覚えて いつか負かしてくれる日を楽しみに、チャレンジしてくる孫にありがとう。

つかれたよね えらいよね その上 冷たくあたってごめんね 言葉にできないけど…ね。

３日に１回 ケンカして、３日に２日 遊んでるね。
ケンカする時泣き合って、遊ぶ時は笑い合って、そんな１日１日が大切な日々だよ、ありがとう。

顔も声も温もりも何もかも忘れてしまったけど、あなたがいたから私がいるのです。ありがとう。大好きです。

帰りが遅くなってごめんなさい お母さんが心配してたくさん公園を 探していたなんて知らなかった たくさん怒られたけどありがとう

長い闘病生活の中で、医師から、もう歩けないと宣告。立ち上がり、歩いた時、家族みんなで喜んだ。おかえり、ありがとう。

産まれた時 未来がみえなかった。 今、皆が笑っていられる その笑顔に ありがとう

怒っていると、悩んでいると 必ずサインがやってくる。私の声が聞こえているの？聞こえない声をありがとう。



家族の絆・ペア部門

番号 賞 氏名 氏名

1 最優秀賞 太田 瑞己 ままへ
ほんとうはもっといっしょにいたい、もっとはやく
かえってきてほしい。でもおしごとがんばってい
るままもすてき。だからぼくもがんばるよ。

太田 理恵 みーくんへ
どれだけつかれて帰ってきても「ママ、おかえり
～」と言ってくれるあなたの笑顔を見たら ママ
は元気が出るんだよ。ありがとう。

2 優秀賞 匿名希望 とも君へ
弟がうまれた時、「ぼくのおっぱいも飲んで～」
とあげていたね。あなたは将来すてきなパパに
なるんでしょうね。

匿名希望 パパとママへ だって、うれしかったんだもん。

3 家族の絆賞 田中 萌々香 パパへ
かたぐるまをいつもありがとう。パパのあたまか
らみるけしきは、いつもとちがうせかいで、とて
もすてきだよ。これからもかたぐるましてね。

田中 浩幸 娘へ
いつもおこってばかりだけど、あなたのえがお
に救われます。いつもママのそばで、笑って下
さい。いつもありがとう。

4
みえのこども

応援賞
達知 暁斗 お母さんへ

お母さんへ おたんじょうびに クッションをプレ
ゼントしたら ますますソファで うたたねする時
間がふえたね

達知 美香 暁斗へ

お誕生日の日 サプライズでクッション プレゼ
ントしてくれてありがとう。とてもうれしかった
よ。ただ１つ疑問なのは、なぜ豚のクッションな
のだろう？

5 入選 本田 江里奈 ママへ ママが好きと嫌いの時があっておもしろい。 本田 あゆみ えりなへ
ママがえりなのことが大好きだから、怒る時は
怒るけど、すぐ仲なおりだね。

6 佳作 匿名希望 お父さんへ

去年の運動会、ぜん力だしたけどさいかいだっ
た。その時私は、がっかりしていた。そんな時お
父さんが、「がんばったじゃないか 帰ったらが
んばったすがたのビデオ見てみような」と言って
くれて その時私はうれしかった。

匿名希望 娘へ
結果が全てではなくて、そこに向かう過程が大
事なんだよ。結果は気にせず、全力で取り組む
事が大切だとお父さんは思ってます

作品 作品



地域の絆・個人部門

番号 賞 氏名

1 最優秀賞 小寺 萌乃香 友達へ

2 優秀賞 南川 陽 服部のおじさんへ

3 優秀賞 髙橋 大智
地域の

おばあちゃんへ

4 地域ふれあい賞 中上 茂香 橋本さんへ

5
みえのこども

応援賞
匿名希望 友達へ

作品

がまんしなくていいんだよ。友達なんだから。その言葉がすごくうれしかった。一生忘れないよ。

保育園の畑を作ってくれたり、横断歩道を毎日渡してくれ、「おはよー」で1日を始める事が出来ました。ありがとうございました。

小さいころから、毎日笑顔で「おかえりなさい」と言ってくれた優しい地域のおばあちゃん！
今では認知症になってしまって直接、伝えることは出来ないけど…。
今になって、やっと「あいさつの大切さ」を知ることができました。ありがとう！

ぬれているはずの洗たく物。いつもぬれていない。心づかいありがとう。

嫌なことあっても、泣かんとがまんして笑ってたときに 泣かなあかんのやでって言ってくれて ありがとう。すごい助かった。



6 入選 匿名希望 友へ

7 入選 後久 陽音
公園のそうじを
してくれる人へ

8 入選 小谷 祐子 堀田さま（相談員）へ

9 入選 斎藤 愛心花
きんじょの

パトロールの人へ

10 入選 福永 沙梨菜 校長先生へ

11 入選 笹谷 紫穏 山崎さん（先生）

12 入選 工藤 優花 らなへ

13 入選 横山 萌
神戸地区
見守隊の
みなさまへ

14 入選 垣野 まどか 地域の方々へ

15 入選 木下 未帆
おむかいの

８８才の
おばあちゃんへ

16 入選 小﨑 遥月 みなみへ

わがままな私、「うん、うん」だけじゃなく「それはダメ」をありがとう。

いつも公園に遊びにいくと、お花の手入れをしてくれる。
その人は公園を使う訳ではないけど みんなのために公園を明るくしてくれて ありがとう。

おかあさんだいじょうぶ その一言が明日の私の生きる光となりました。ありがとうございます。

いつも あんぜんあんしんを みまもってくれて ありがとう。
パトロールの人が やすんでも、じぶんたちで あんぜんあんしんを みまもります。
これからも あんぜんあんしんを、みまもってください。

休み時間 いつも一緒に遊んでくれてありがとう。こんなに楽しい校長先生ははじめて。
毎日、子どもと一緒に校庭を走りまわる校長先生。おにごっこ、追いつかれませんよ。

いつも、話きいてくれてありがと。助けてくれてありがとう。一番信頼できるよ。私を、人生をすくってくれてありがとう。

合唱コンクールの時、「ゆうちゃんの伴奏の失敗を、消すぐらい大きな声で歌うよ」って言ってくれてありがとう。
だから、のびのびピアノが弾けたよ。ほんとにありがとう。

たくさんの「おかえり」 あたり前のようで、あたり前じゃない。いつも私たちを見守ってくれてありがとう。

いつも、駅前で声をかけてくれる地域の方。その声でいつも元気になる。
「いつも、声をかけてくれてありがとう」というかわりに元気な声で「こんにちは」

いつも野菜をありがとう。感謝の気持ちを手紙に書いたら とても喜んで「宝物にするわ。」と言ってくれました。
おばあちゃんのその言葉が私の宝物です。

「きらい！」といった次の日には「大好き！」にかわってる ふしぎだね おもしろいね



17 佳作 匿名希望 先輩へ

18 佳作 正後 陽菜 働いている人たちへ

19 佳作 田辺 心愛 校長先生へ

20 佳作 石井 陽菜 あんなへ

21 佳作 赤塚 天音 近所のおばさんへ

22 佳作 濱口 椎那 愛莉へ

23 佳作 雪岡 美里 先生へ

24 佳作 和仁 拓未 駐在所の警察官へ

25 佳作 匿名希望 まゆちゃんへ

26 佳作 永田 晋太郎 地域の人へ

27 佳作 宮村 優佳 親友へ

28 佳作 山野 志織 先生へ

29 佳作 岸野 大輝 かずやくん

ありがとう、はずかしいから、おはようで伝える。

今が成り立っているのは働いている人たちのおかげです。ありがとう。私も大きくなったら社会を支えていけるようにがんばるよ。

いつもえがおであいさつ先生。前、車がきているのに、わたろうとしてぶつかるところを校長先生が止めてくれた。
私はその時から命のおんじんだと思っています。これからあいさつがんばりたいと思います。

ケンカしたのに もうイヤと言ったのに、家で考えて、「なかよくしたい、でも、ダメかな」と思ったけど、ゆるしてくれた。
本当にありがとう。

１年生のころ、一人だった私に帰り道さそってくれたの覚えてる？私はその日からずっと大好きで、最初で一番の友達です。

いつも優しく声をかけてくれて、ごみを拾ってくれてありがとう。いつかありがとうでいっぱいの地域になるといいな。

7年間一緒にいてくれたね、悲しい時、嬉しい時、楽しい時 けんかもいっぱいしたね。同じ時を一緒に過ごしてくれてありがとう。

中学校生活で、ずっと担任をしてくださって おどろきです。いつも、叱ったり笑わせてくれたり…
私も先生と一緒に成長しているのかもしれません。

小学校前の交差点を自転車で通るときに 反対車線でもあいさつをしてくれて ありがとうございます。
今年度で卒業してその道も通らなくなるけど、がんばってください。

うちがいじめられてる時、ずっとそばではげましてくれてありがとう。
「ずっと味方やから、もう泣くな」って言葉、めっちゃうれしかったで。
「なにもできなかった」なんて言わないで。そばにいてくれるだけで めっちゃうれしかったんやで。

何かを分け合ったことも、目を見て話し合ったこともないけれど 擦れ違うその時に「おはよう」をありがとう

どんな時も一緒にいた。これからいくら離れても距離以外、離れはしない。この絆をありがとう。

いつも私たちを、おこってくれる 私たちのために、自分の時間をけずってくれる 最高の先生 ありがとう



地域の絆・ペア部門

番号 賞 氏名 氏名

1 最優秀賞 越山 穂乃花 みきへ

少しの変化に１番に気づいてくれたのは、あな
たでした。辛いとき、苦しいとき、沈んでいると
き、いつもそばに居てくれた。あなたの輝かしい
笑顔に、いつも元気づけられた。ありがとう。

久高 弥希 ほのかへ
私が悩んでいる時も 一番そばに居てくれたの
はあなたです。あなたと居ると毎日が楽しいっ
て思える。お互い支え合っていこうね。

2 優秀賞 横山 廉 まさとへ
友だちがいない僕だった。でも君と出会ったあ
の時から笑って学校にいることができた。あり
がとう

打田 真聖 れんへ
僕が泣いていたあの時 そっと黙って そばに
いてくれたのは君だった。ありがとう。

3 地域ふれあい賞 中西 滴 先生

毎日、朝学校行きたくないとき、何か分からな
いケド 先生の言葉をおもいだします。「毎日、
ちゃんときてくださいね、明日もまってます」そ
の言葉で学校行こう！！って思う。いつも、一
言ことばかけてくれてありがとう。本当にいろい
ろ助けられてます。

村上 妃登美 滴へ

ありがとう。泣けるほど嬉しい。滴さんは本当は
がんばりたいと思っていても どうしていいかわ
からないんだよね。1つずつ出来ることをしてい
こうね。簡単にあきらめないでほしい。だから今
日も言うよ「毎日ちゃんと来てくださいね、明日
も待ってます」。

4
みえのこども

応援賞
西谷 優里彩 あげはへ

みんなと違う小学校で一人ぼっちだった私。そ
んなとき、友達になろうって声をかけてくれてあ
りがとう。

樋口 揚羽 ゆりあへ
私も、友達とクラスはなれて一人ぼっちだった。
友達になってくれてありがとう。

5 入選 中島 彩絵 あかりへ
辛い時、何も言わず、側にいてくれてありがと
う。

阪本 あかり さえへ
辛い時、悲しい時、涙を笑顔に変えてくれてあ
りがとう。

6 佳作 柴原 幸恵 さかとく先生へ

たった４人のテニス部３年生。２人しか集まらな
いときも休みにせず練習してくれてありがとう。
いろいろケンカもしたけど支えてくれてありがと
う。３年間続けられてよかった。本当にありがと
うございました。

酒徳 宏 さちえさんへ
白球を追った３年間。すこしずつ進歩し、たくま
しくなっていく姿、心。すべてが一生の財産。よ
くがんばった！！！

7 佳作 小野寺 未祐 あべへ
あと少し、逆転負けした私の背中を 静かに支
えてくれた温かい手に、もっと涙が出ちゃった
よ。

安部 胡桃 みーへ
ずっといつまでも支えてあげる。だから私がお
れそうなとき、いつもの話で笑わせてね。そして
いつまでもバカ笑いしよう！

8 佳作 佐久間 隼 りょうたへ
やな事があってなやんでいた でもすぐに声を
かけてくれ 相談に乗ってくれて、ありがとう

大山 稜太 隼へ
そんなの気にすんな。相談なんかいつでものれ
るから これからもなやみ事があったらすぐ解
決してずっといやな思いをしないようにしよう。

作品 作品



育児男子賞

番号 賞 氏名

1 育児男子賞 端無 徹也 ひとり親の娘４歳へ

2 育児男子賞 清水 隆弘 息子へ

作品

母親の死をなんとなく理解してきた 「とーちゃん、おかあさんはおかねでかえないね」 見上げる梅雨の空、かわりに泣いてくれてあり
がとう

子育て、子育てって言うけれど、自分の再放送を見ているような我が子の成長に 僕は育てられています。これから我が子も自分もどう
成長するんだろう。


