
賞名 相手 本文 住所 年齢／学年 名前

最優秀賞 お父さんへ
「相手のことは1番、自分のことは2番で考えなさい。そしたら友達ができるよ。」と言ってくれたから、私の周り
には友達がいる。お父さんの一言で私の未来は変わった。ありがとう。

玉城町 小学６年生 西川 黎

優秀賞 妻へ 家庭を守る、子供を守る、俺の健康を守る、たくさんの「守る」をありがとう。 津市 ３７歳 匿名希望

優秀賞 家族へ
スマホダメ、携帯電話ダメ、DSダメ、TVゲームダメ そんな我が家はおしゃべりいっぱい、けんかもいっぱい
顔を見て話ができる家族にありがとう。

松阪市 中学１年生 岡田 桜子

家族の絆賞 親へ
ケンカした後は部屋に閉じこもり、口も聞かないけど、毎日作ってくれる弁当はいつもの場所にあるよね。と
ても感謝しています。

紀宝町 高校１年生 佐来 京介

みえの子ども
応援賞

おじいちゃんへ ふじ山へさそってくれてありがとう。ふじ山へ登って体力に自信がついたよ。ありがとう。 鈴鹿市 小学４年生 倉田 若葉

入選 お母さんへ
数学のテストの日、分からんからいややなぁ・・・と思いながらくつをはいていた。「大丈夫やで！どうどう0点
とっといで！」このお母さんの一言で気持ちが軽くなった。ありがとう。

津市 中学１年生 齋藤 美羽

入選 お父さんへ お父さん、お父さんの背中は学ぶことばかり、いつかは僕が背中を見せる！ 四日市市 中学３年生 國分 海音

入選 母へ
お母さんへ、「あなたは幸せの真ん中にいなさい」と言ってくれて本当にうれしかったよ！その言葉を聞いた
だけで泣いてしまうけど、世界一の幸せ者に絶対なるから待っててね！ありがとう。

鈴鹿市 小学５年生 奥村 真月

家族の絆/個人部門 受賞者一覧



賞名 相手 本文 住所 年齢／学年 名前

入選 お父さんへ
お父さん、いつもアリみたいに働いてくれてありがとう。お父さんは仕事があるのに、春から秋にかけて家族
のためにあせをかきながらお米を作ってくれます。そのお米を食べるといっきに元気が出て「この家に生ま
れて幸せだな」と思います。ありがとう。

名張市 小学６年生 久保 美乃莉

入選 お母さんへ
お母さん、しわ増えたねと言うと恥ずかしそうなお母さん。しわがない人は美しいというけれど、僕はそうは思
わない。だって、しわって人生楽しく今まで生きてきた証だから。しわが多いってことは、しわがない人よりも
何万倍人生楽しかったってことだから。だからお母さん、しわは増やしても恥ずかしくないよ。

伊勢市 中学１年生 中島 鈴行

入選
こずゑちゃんへ 家に行った時は誰よりも美味しいオムライスを作ってくれてありがとう。いなくなって悲しいよ・・・さみしい

よ・・・無事天国に着きましたか？着いたらメールください。
津市 小学６年生 奥谷 琉生

入選 お母さんへ ママへちゅう 何度やっても足りないよ。 伊勢市 小学５年生 草深 朱里

入選 みずきへ
いつもガミガミかあちゃんでゴメンね。ぴかぴか笑顔で「おかあさん」と呼ばれると涙がにじんでくるよ。毎日
ぎりぎりでがんばっているけど、明日もやっていける気がするよ。ありがとう！

津市 ３９歳 森 さえこ

入選 おじいちゃんへ
体の不自由なおじいちゃん。日本からペルーまでは遠いけど、写真のおじいちゃんの笑顔で私は笑顔にな
れる。いつもありがとう。また写真おくってね。

鈴鹿市 小学５年生 仲松 えみ

入選 双子の姉へ 生まれた時からいつでも何でもはんぶんこ。これからは悲しみは、はんぶんこ。喜びは倍にしていこうね。 津市 中学１年生 西村 明日香

入選 お父さんへ
お父さん、あと10年がんばってください。その後は私にまかせてください。好きな物いろいろと買ってあげる
よ。

鈴鹿市 小学６年生 佐脇 虎太郎



賞名 相手 本文 住所 年齢／学年 名前

入選 お母さんへ 「うざい」って言っちゃうけど、本当は「ありがとう」って意味入ってるんだよなぁ。わかってよ、母さん。 四日市市 中学３年生 西村 健士郎

入選 兄ちゃんへ
「『大変』な時は『大きく』『変わる』からチャンスなんだよ」と言ってくれたよね。私、その時兄ちゃんはそうやっ
ていつも前だけ向いて頑張ってたんだな、私も頑張ろうって思えた。カッコイイ兄ちゃんの背中にいつかは追
い付いて行きたいです。

菰野町 中学２年生 加藤 羽菜

入選 お母さんへ
がけっぷちでこゆび一本でもぶらさがって、必死に努力するお母さん。そんなお母さんを見ているとやる気が
わいてきます。ありがとう。

秘匿希望 小学６年生 匿名希望

入選 ママとパパへ
ぼくがともだちをいじめたとき、ぼくといっしょにあやまってくれてありがとう。あたまをさげさせてごめんなさ
い。

鈴鹿市 小学４年生 北郷 陸

入選 お母さんへ
暑い日は「水分をしっかりとってね」と、飲みきれないくらい重い水筒を持たせてくれる少しおせっかいなとこ
ろが大好きです。

四日市市 中学２年生 匿名希望

入選 お母さんへ 入院している時、そばにいてくれた。泣いた時、一緒にいてくれた。ありがとう。 鈴鹿市 中学１年生 新瀬 未萌

入選 お父さんへ
写真にうつっている私を見ると、いつも楽しそうに笑っています。最高の一枚をありがとう。私の成長を残して
くれてありがとう。

伊勢市 中学２年生 下尾 彩寧

佳作 おじいさんへ
ぼくにいろんなことをおしえてくれてありがとう。野球のファールとホームランのちがいはいまでもおぼえてい
るよ。おまつりでの初めてのハッピをきせてくれてうれしかったよ。ぼくもジージみたいなもの知りな人になる
よ。

津市 小学４年生 小野 陽向



賞名 相手 本文 住所 年齢／学年 名前

佳作 お父さんへ おとうさんのみみそうじはきもちがいいよ。いつもきれいにしてくれてありがとう。 伊勢市 小学３年生 匿名希望

佳作 おばあちゃんへ
突然の別れ。もっと話をしたかったよ。おばあちゃんの好物を見つけた時、一緒に行った所のそばを通った
時、必ず思い出すおばあちゃんの声。たくさんの懐かしい思い出、大事にするからね。ありがとう。

津市 秘匿希望 伊藤

佳作 あおとへ
いつもべったりくっついてくるあおと、何をするのも私をよぶ、一緒じゃないといやがるあおと、もうすぐ私が天
国へ行ってしまうのを知っているかのように・・・命あるかぎり母はがんばるよ！！

津市 ３４歳 匿名希望

佳作 母へ
いつも黙って耐えて。家族の為に。そんな大人になりたくないと思っていたけど、あなたに教えられた事が沢
山あると、齢を重ねる事に気付きます。ありがとう。

亀山市 ４３歳 匿名希望

佳作 おばあちゃんへ いつも絶品料理ありがとう。おばあちゃんの料理はどこのレストランよりもおいしいよ。今度作り方教えてね。 松阪市 中学２年生 清水 華蓮

佳作 妹へ いまは、しりつびょういんににゅういんしているけど、たいいんしたらいっしょにあそぼうね。まってるよ。 鈴鹿市 小学２年生 矢田 有香莉

佳作 お母さんへ
シングルマザーで自分とお兄ちゃんを育ててくれているお母さん。夜おそくまで働いてくれていて、自由な生
活をさせてくれているお母さん。たまには休んでもいいよ！！今日もこれからもお互いがんばろう！いつもあ
りがとう。

鈴鹿市 中学１年生 田中 麗

佳作 お母さんへ
ありがとうはすぐに言える言葉だけど、早起きして温かいお弁当を作ってくれたり、ぼくが汚してきた野球の
ユニフォームを手で真っ白に洗ってくれているお母さんに言ってない。いつも言葉にはしていないけど、感謝
しています。いつもありがとう。

鈴鹿市 中学１年生 山名 亨騎



賞名 相手 本文 住所 年齢／学年 名前

佳作 お母さんへ 学校への行き道でふり返ると、家の窓から手をふる姿、いつも元気もらってるよ！ありがとう。 津市 小学６年生 匿名希望

佳作 お母さんへ
「いつもありがとう」っていってくれると心の雨がふっても、お母さんがはらしてくれています。心の底からいつ
もありがとう。

津市 小学６年生 寺岡 紗良

佳作 妹へ
毎日物を取り合ったり、ひどい事言いあったりするけど、心の中では大好きがあふれるくらい仲が良くなりた
いや一緒に遊びたいがある。だから大好きなんて恥ずかしくて言えないから気づいてほしい。この一言しか
声に出して言えないけど、受け取ってほしい。ありがとう。

鈴鹿市 小学６年生 野住 心愛

佳作 おばあちゃんへ
私が頑張ると誰よりも応援してくれます。そして「はーちゃん頑張っているから、私も頑張る！！」とリハビリ
に一生懸命になります。ずっと笑顔でいてほしいから私はおばあちゃんのつえになれるような大人になる。
おばあちゃんめいいっぱいの愛をありがとう。

津市 小学６年生 水谷 遙花

佳作 大ちゃんへ
「お姉ちゃんすごい！！」私が自信を持てるのは、大ちゃんがいつも言ってくれるその言葉があるからです。
本当にありがとう。

桑名市 小学５年生 島山 友菜

佳作 お父さんへ
いつもし事おつかれさまです。お父さんが決めてくれた名前、ちょっとずつだけどお気に入りだよ。こんな漢
字もきれいな感じでとてもお気に入りだよ。これからもがんばってね。ありがとう。

津市 小学６年生 奥田 椛愛

佳作 お姉ちゃんへ 夜中に開催するおしゃべり大会。なにげない会話だけど、重くなった心をふっと軽くしてくれます。ありがとう。 四日市市 中学３年生 和田 恵梨菜

佳作 おじいちゃんへ びょうきでおじいちゃんの声が聞けなくてさびしいけど、ひつだんでぼくのことをほめてくれてありがとう。 鈴鹿市 小学３年生 穂積 拓矢



賞名 相手 本文 住所 年齢／学年 名前

佳作 お兄へ
私はあなたと血はつながっていません。しかも１２さいも差があります。結っこんして家を出てからも、あなた
は私をお出かけにさそってくれたり、家にとめてくれたりします。昔はけんかづけだったけど、今ではとっても
優しい。そんなあなたが兄でよかった。

鈴鹿市 小学６年生 長井 望楽

佳作 お父さんへ
いまはしごとで休みがないけど、休みの日はぜんりょくであそぼうね。大すきだよ。きこえてないけど「がんば
れ」って言ってるよ。

鈴鹿市 小学２年生 一尾 穂乃花

佳作 お父さんへ
いつもしつこいぐらいにからんできたり、おやじギャグで場を寒くしたりしてて、ウザイと思うこともありました。
でもお父さんが当直の時は家が少し静かで、少しさみしいです。家族みんなを笑顔で生活させてくれてあり
がとう。

津市 中学３年生 久米 乃々華

佳作
ちえこおばあ
ちゃんへ

仲間はずれにされて泣いていたとき、おいしいコーヒー牛乳をつくってくれてありがとう。あったかく受けいれ
てくれてありがとう。いてくれるだけでありがとう。

津市 中学３年生 飯田 結子

佳作 母さんへ 「勉強はできなくても、友だちと仲良くできたらそれでいい」といってくれるから僕は明日も頑張れる。 鈴鹿市 中学２年生 松田 優也

佳作 おじいちゃんへ 「私と会うのが生きがいだ」といつも言ってくれるけど、私の生きがいの一つでもあるんだよ。 津市 中学３年生 井上 葉月

佳作
４歳のおにい
ちゃんへ

何度言ったらわかるの！お兄ちゃんのあなたに私は怒ってばかり。ゆりちゃんは宝物、世界一かわいい
ね！あなたの言葉にハッとする。あなただって宝物、世界一かわいいよ。まっすぐなことばをありがとう。

菰野町 ３５歳 坂口 詩乃

佳作 お母さんへ
お母さんは１人で３人の子どもを育てようと、２つも仕事をしているのに、もう１つ仕事をしようと探していてす
ごく大変だとは思っている。けど、もう少しでもいいから自分に余裕を持ってもいいと思うよ！安心してね！

鈴鹿市 小学６年生 匿名希望



賞名 相手 本文 住所 年齢／学年 名前

佳作
ひいおばあちゃ

んへ
ひいおばあちゃんがいるのがあたりまえだと思ったけど、もうあえなくなったね。お空で元気にしている？私
はいつでもお空からひいおばあちゃんが見ていると思って、毎日夢にむかってがんばるね。

鈴鹿市 小学５年生 森下 結葵

佳作 おばあちゃんへ
朝一で大量のブルーベリーを収かくしてきたおばあちゃんが、「今日も笑顔でな」と言ってくれるおばあちゃん
の笑顔を見ると、あまずっぱい気持ちになり、おばあちゃんがそう言って笑顔になることを見れるのが私の今
日の１日の笑顔の始まりです。ありがとう。

伊勢市 中学３年年 薗部 暁里

佳作 おじいちゃんへ
小さい頃から海や山や畑に連れて行ってくれてありがとう。おじいちゃんの畑の大根やにんじんが大好き。
大人になったら温泉連れてってあげるから長生きしてね。

伊勢市 中学３年生 三田 空来

佳作 両親へ
どんなに落ち込んでいても「次がんばればいい」とはげましてくれるから、毎日がんばることができています。
将来、夢を必ず叶えて必ず恩返しします。それまでは、いっぱい迷惑をかけるけど、立派な大人になるまで
少し待っていてください。いつもありがとう。大好きです。

伊勢市 中学２年生 久留 清花

佳作 お母さんへ
玄関のドアを開けると「はい、おかえり」の声。やっぱり家が一番と思えるほっとする１日のひとときです。そう
思わせてくれるのは、１３年間聞いている温かいお母さんの「おかえり」の声、そしてお母さんです。いつもあ
りがとう。

伊勢市 中学２年生 浜尾 桂奈

佳作 おばあちゃんへ
「最近、字うまくなったね」おばあちゃんがそう言ってくれたので、習字の時でもがんばっています。そう言わ
れていなかったらがんばれていなかったと思います。本当にありがとう。

鈴鹿市 小学６年生 伊藤 愛美梨



賞名 相手 本文（抜粋） 住所 年齢／学年 名前 相手（ペア） 本文（抜粋） 住所 年齢／学年 名前

最優秀賞 妻へ

結婚して子どもが産まれて前みたいな関係ではなくなったけどい
つもそばで笑っていてくれてありがとう。自分にとって妻でもあり母
でもあり友人でもあり飽きるところがない大事な存在。よくケンカも
するけどこれからもよろしく。 明和町 ３１歳 樋口 善大 夫へ

出会って10年。彼女になり妻になり母になっても変わら
ずくだらないことで笑わせてくれてありがとう。こうやって
共に年を重ねていけることが何より幸せです。おばあ
ちゃんになってもよろしくね。 明和町 ３１歳 樋口 真由

優秀賞 ママへ

ありがとう！ママからもらう魔法の言葉“大丈夫！”

玉城町 小学３年生 小林 樹稀 子へ

大丈夫！君からもらう魔法のハグ！“ありがとう”

玉城町 ３７歳 小林 真樹

家族の絆賞 ひろとへ

中学生になって毎日お弁当が始まりました。一度、パン注文をして
くれた息子。また楽をしたいと思い「今度いつパン注文するの？」と
聞くと「お母さんの弁当がいい」と言ってくれました。私は恥ずかしく
なりそれ以来、毎日お弁当をがんばって作っています。嬉しい言
葉をありがとう。

菰野町 ３８歳 井口 美香 お母さんへ

実はパン注文をした理由は母を少しでも楽をさせてあげ
たかったからです。本当は弁当の方がいいです。いつも
ありがとう。

菰野町 中学１年生 井口 大翔

みえの子ども応
援賞

お母さんへ

「わかってる」「ほっといて」「うるさいなぁ」こんな言葉で毎日困らせ
てごめんなさい。はずかしくて言えないけど本当は思っています。
「お母さん、ありがとう、大好きです」

伊賀市 小学６年生 池本 七海 七海へ

反抗期、真っ只中のあなた。腹が立つ事いっぱいあるけ
ど、仕事に行く前、横を向いてボソッと言ってくれるよね。
「いってらっしゃい。早く帰ってきてな」って。やっぱり娘、
かわいいぞ！！その言葉、お母さんのパワーの源で
す。

伊賀市 ３８歳 池本 浩子

入選 お父さんへ

今日、お父さんのお仕事をはじめて見たけど大変なんだね。いつ
もがんばってくれてありがとう。私も学校がんばるね。

鈴鹿市 小学３年生 山本 瞳 瞳へ

父さんは家族の皆のおかげでがんばれます。こちらこそ
いつもありがとう。

鈴鹿市 ４６歳 山本 新

佳作 お母さんへ

たまご焼きの作り方を教えてくれてありがとう。上手に出来るよう
になったから毎朝のお父さんとお姉ちゃんのお弁当のたまご焼き
は私の担当になったよ。４月からは私のお弁当もよろしくね。

四日市市 小学６年生 坂倉 朱里 あかりへ

「私もしたい！！」で始まった毎朝のたまご焼きづくり。い
つの間にか家族のお弁当の定番になったね。「お母さん
のより上手！！おいしい」って言われても嬉しいよ。いつ
も一緒に早起きしてお弁当づくりを手伝ってくれてありが
とう。

四日市市 秘匿希望 坂倉 佳子

家族の絆/ペア部門 受賞者一覧



賞名 相手 本文 住所 年齢／学年 名前

最優秀賞 今日子へ
「苦手な人のいい所１０個考えてみて。良い人だと思うから。」と言ってくれたおかげで、苦手だった人が好き
になりました。ありがとう。

伊賀市 小学６年生 東山 絢音

優秀賞 お友だちへ
てん校してきて、ふあんだったときなかよくしてくれてうれしかった。三重県も学校も大すきな場所になった
よ。ありがとう。

松阪市 小学３年生 小宮 埜瑛

優秀賞 秘匿希望 秘匿希望 伊勢市 中学２年生 杜下 真雪

地域ふれあい賞
森本おばあちゃ

んへ
いつもグラウンドの草や落ち葉を何時間もかけて集めてくださりありがとうございます。誰にもたのまれてい
ないのに相手のために何かをする森本さんの姿を見て勉強になりました。

津市 中学２年生 松浦 みゆう

職場ふれあい賞 課長へ

「家族を大事にしてあげてくれ。それが一番大切だからな。」子どもの用事でお休みを頂戴したい、と申し出
た私にOKの返事をした去り際にさりげなく出た言葉。何度も子ども達の看病で遅刻や早退を繰り返しながら
も続けていられるのは、温かい上司が見守ってくださるからです。いつもありがとう！！感謝感謝でいっぱい
です。

四日市市 ４６歳 Ｍ.K

みえの子ども応援
賞

交通安全を見
守ってくださる地
域の人へ

「ぜったいにむだにはしたらだめな命だからわたしたちは今がんばって見守っています」ということばにわた
しはとても感動しました。これから地域の人がいなくなってもわたしたちは低学年のことをしっかり見守ってい
きたいと思います。本当にありがとうございます。

鈴鹿市 小学５年生 木内 咲桜

入選 かんとくへ 「がんばれ」じゃなくて「がんばろう」と言ってくれるのでいつも前をみてがんばれます。ありがとう。 鈴鹿市 小学５年生 田中 友葉

入選 Ｋ・Ｓさんへ
「死ぬ」という言葉の重さを教えてくれました。あなたが亡くなってしまってから、「死」という言葉を冗談でいう
人は少なくなりました。今までありがとう。

鳥羽市 中学１年生 中野 沙都
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入選 学童の児童へ
耳がつんざけそうなけんかや、泣き声、笑い声でいっぱいの学童です。それでも耳元でぼそっと言ってくれる
「先生、ありがとう」の一声に、「こちらこそ元気にしてくれてありがとう」と心から言いたいです。

亀山市 ６９歳 大辻 あや

佳作 そらへ
あなたの前じゃあ、やさしくなれる。ムカついた日でもあなたなら。あなたの前じゃあ、どんな時でも笑ってし
まう。いつもいつもつつみこんでくれて。「えがお」にしてくれて、ありがとう。友達になってくれて、ありがとう。
あなたのおかげで毎日楽しい。本当に、本当にありがとう。

鈴鹿市 小学５年生 水野 雄大

佳作 早川先生へ
先生は、わたしが、ないて学校にくると「どうしたの」と声をかけてくれるのでわたしは、あんしんして、言えま
す。そんな早川先生のことはすごく大すきです。

鈴鹿市 小学２年生 永戸 花音

佳作
あの時のおじさ

んへ
あの時、骨折した僕のために救急車を呼んでくださってありがとうございました。あなたが通りかかってくれて
いなかったら今の僕はないと思います。一生あなたの事は忘れません。

津市 中学３年生 岩佐 琉伊

佳作 友達へ
「自分は死んでも良いけど他の人には生きていてほしい」という話をした時、「自分もおまえもふくめて皆生き
ていてほしい」と言ってくれたおかげで今、「生きていてよかった」と思えています。あの時の言葉は本当にう
れしかったです。ありがとう。

津市 中学３年生 服部 諒雅

佳作
プールでたすけ
てくれた人へ

長島の激流プールでたすけてくれてありがとうございました。「大じょうぶ？お母さんのところ、つれてってあ
げるからな。」といわれたことがすごくうれしかったです。またいつか会えたらお礼をしたいです。

鈴鹿市 小学４年生 前田 愛芽

佳作 市川先生へ

試合をしている誰よりも大きな声で、誰よりも喜んでくれて、誰よりも悔しがってくれる。「あなたたちのおかげ
で、柔道を好きになれました」最後の日に言った言葉を毎日思い出します。失ってはじめて、存在の大きさに
気付かされ、ぽっかり穴が空いたようです。一緒に闘ってくれて、ありがとうございました。先生が大好きで
す。

四日市市 中学２年生 坂倉 晴

佳作 隣のおばさんへ
「おはよう！行ってらっしゃい。」笑顔で元気にあいさつしてくれるのは、私の１日が始まる合図。「行ってきま
す。」今日も私の１日が始まる。

津市 中学２年生 野中 瑞生
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佳作 りっくんへ
しんぞうびょうのこと分ってくれててありがとう。あと、みんなよりほねがとびだしてると知ってくれてありがと
う。

鈴鹿市 小学２年生 佐藤 潤青

佳作 ゆなへ
引っこして、あまりあえなくてさびしいという感情と、手紙を送られてくるという楽しみの感情が増えたよ。引っ
こして友達もあまりいなかった私に手紙を送りつづけてくれてありがとう。私にとって、それがささえになってく
れました。

鈴鹿市 中学１年生 寺本 芽生

佳作 さくちゃんへ
さくちゃんは初恋の人。さくちゃんのおかげで男子と仲よくなれた そしてかえちゃんとも仲よくなれた。とって
もつかれをいやすのにいいところをつくってくれた。本当にありがとう！

松阪市 小学６年生 猪子 桃奈

佳作
パトロールのみ
なさんへ

いつも、わたしたちを見まもってくださりありがとうございます。わたしたちの元気がない時でも、みなさんの
えがおで、まほうみたいに、すぐ元気になれます。これからも、よろしくおねがいします。

鈴鹿市 小学３年生 三﨑 凪紗

佳作 岩井さんへ
「キャプテンは、盛り上げやなあかん時もあるけど、たまには、きらわれやなあかん時もあるんやで」とせな
かをたたきながらそっといっといってくれたから、今では、チームを引っぱれるようにがんばってます。今で
は、キャプテンが楽しいです。

津市 小学６年生 奥山 蓮

佳作 先輩へ
友情関係などでいつも相談センターのように聞いてくれて、会ったら両手をひろげて包みこんでくれるように
ハグをしてくれる優しい先輩が大好きです。

伊勢市 中学２年生 松﨑 帆南




