
部門 種別 賞名 相手 本文（抜粋） 学年 自宅住所 名前

1 家族の絆 個人 最優秀賞 お父さん
いつも、図書館へ連れて行ってくれてありがとう。ぼくは、お父さんのおか
げで本がとってもすきになりました。いろんな本の世界を探検できてうれし
いです。

高校３年
生

松阪市 岩塚大貴

2 家族の絆 個人
三重県商工会連

合会賞
お母さん

私達が別れてからもう10年。私もそろそろ前に進もうと思う。お母さんの事
は心の中にしまっておくことにしたんだ。だから、最後に一つだけ言わせ
て。「私を生んでくれてありがとう。今度はお母さんも幸せになってね」っ
て。

中学１年
生

津市 山端梨々花

3 家族の絆 個人
平松産業株式会

社賞
お母さん

私が自分自身を好きじゃなかった時、「あなたにはすてきな笑顔があるじゃ
ん。みさが笑顔じゃなくなったらみんな暗くなるよ」と言ってくれて自分を好
きになれました。

中学２年
生

鈴鹿市 増田実紗

4 家族の絆 個人 高田短期大学賞 お母さん
私が背が低くてなやんでいるとき「背が低くても声と字と絵を大きくすれば
大丈夫」と言ってくれた。その言葉で私は背が低くても胸を張って前を向く
ことができたよ。ありがとう。

中学１年
生

鈴鹿市 山盛日愛

5 家族の絆 個人
万協製薬株式会

社賞
孫のしゅうと

車椅子の生活でも、いつも、諦めないで、何度も前を向いて頑張っている
君。仕事に勉強に、車椅子テニスを頑張っている君。家族はいつも君から
勇気を持って前進することを学んでいるよ。しゅうと、ありがとう。

60代 津市 芝田伊津子

6 家族の絆 個人
有限会社上野屋

賞
義母

「ありがとう」この言葉以外話せなくなったお義母さん。神様がありがとうを
残してくれたお陰で、みんなに好かれたお義母さん。神様とお義母さんに
私からありがとう。

70代 松阪市 早川朋子

7 家族の絆 個人
三和建工株式会

社賞
おじいちゃん

元気ですか？天国は楽しいですか？私はまだ伝えられていなかったこと
があったね。「ありがとう。大好きだよ」いつまでも私のこと見守っててね。

志摩市 上野佑華

8 家族の絆 個人
株式会社おやつ

タウン賞
お母さん

「いつもあなたの味方です。自分を見失いそうな時は、自分の信じた人を
信じればいいんだよ。」そう言ってくれたから周りに生きやすい社会ができ
た。お母さんの一言は人の未来を動かす魔法だよ。ありがとう。

中学１年
生

志摩市 坂本藍奈

9 家族の絆 個人
日本トランスシ
ティ株式会社賞

お母さん
私にイヤなことがあった次の日お弁当箱に「毎日ハッピーなんてそんなに
ないよ！大丈夫1人じゃない」ってメッセージを入れてくれる。ほんとうにあ
りがとう。これで心が温まるよ

中学２年
生

菰野町 織田愛菜

10 家族の絆 個人 中村組中和会賞
三重県内に住む中学生の作品です。家族の方の言葉で不安か
ら救われたことへの感謝を綴った作品です。今回は作者の要
望で掲載は控えさせていただきました。
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11 家族の絆 個人
株式会社アイフ

ク・テック賞
主人

「大丈夫だ、大丈夫さ」と五十年、いつも支えてくれてありがとう。「大丈夫
よ、大丈夫です」今度は私から。

70代 志摩市 中村富子

12 家族の絆 個人
社会福祉法人ま
つさか福祉会お
かし工房M賞

お母さん ママのありがとうがうれしくて笑顔でおかえし倍返し
小学５年

生
和歌山県 湯川愛菜

13 家族の絆 個人 三重出光会賞 お母さん
「赤ちゃんのママは世界であなた一人。ゆっくり赤ちゃんと育てばいいか
ら！大丈夫」母からの魔法の言葉。今、周産期医療でママたちに贈ってい
ます。ありがとう。

50代 津市 林眞砂子

14 家族の絆 個人
コロナに打ち勝

つ！みえのこども
賞

お母さん
自粛中に家族全員のお昼を作ってみた時、母さんの大変さが分かったよ。
もっと感謝しながら食べるね、ありがとう。

中学２年
生

津市 瀬田実葉

15 家族の絆 個人 優秀賞 お母さん
私が友達とけんかして自分からあやまる勇気がない時、「勇気はいっしゅ
ん、後悔は一生」といってくれてありがとう。おかげで自分からあやまって
仲直りできたよ。

中学１年
生

鈴鹿市 匿名

16 家族の絆 個人 佳作 パパ
野球で打てないボールがとれないでもパパは、ぜったいにその原因を夜に
なってみつけてくれて今は打てるし、ボールもとれるようになった。本当に
ありがとう。

小学６年
生

桑名市 大西望翔

17 家族の絆 個人 佳作 お母さん

お母さん、お父さんがいなくなってから毎日つらそうです。なのにいつもみ
んなに明るく接しているお母さんを見ていると、胸が痛みます。けれど、お
母さんはみんなから本当に好かれています。ぼくとは、正反対です。だけ
どそんなお母さんを見ていると、とても勇気づけられます。いつもありがとう
お母さん。

小学６年
生

尾鷲市 濵田昂汰

18 家族の絆 個人 佳作 お母さん

病院で働いているから朝早くから夜遅くまで働いてくれありがとう。いつも
忙しいのにぼくにも弟にもいうことを聞いて夜おそくまで家事をして、朝は
やくからごはんを作ってくれてありがとう。これからもめいわくをかける思う
けどこれからもよろしくね。

小学６年
生

尾鷲市 内山惠人

19 家族の絆 個人 佳作 はるちゃん(叔母）

赤ちゃんのころからかわいがってくれてありがとう。わたしはうまれたときか
らかみがなかったけど、今でも昔でも会うたびに「りずちゃんかわいい
ね」っていってくれてありがとう。私は、あなたの心の中が一番きれいだと
思ってます。それにケンカをこの１０年間一度もしてないね。大すき。

小学４年
生

志摩市 中西莉朱愛

20 家族の絆 個人 佳作 侑大(弟）
侑大はいつも「颯大は世界で一番いい兄ちゃんだよ。」と言ってくれるね。
その言葉にいつもはげまされた。ありがとう。僕も侑大の事を世界で一番
いい弟と思っているよ。これからもヨロシクね。

小学６年
生

志摩市 柴原颯大
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21 家族の絆 個人 佳作 お父さん
私がいじめられているとき「またいじめられたら助けたる」と言ってくれてう
れしかった。父さんありがとう。

小学５年
生

志摩市 匿名

22 家族の絆 個人 佳作 祖母
いやな事があった時、私の言いたいことを言い終わるまで静かにうなづき
ながら聞いてくれてありがとう。いつも心が軽くなるよ。

小学６年
生

松阪市 久保日佳莉

23 家族の絆 個人 佳作 ママ

いつもありがとう。ママはいつもニコニコでこまった時は、なんでも相談でき
るたよれる人だよ。いやになったりした時いやな気持をなくしてくれるスー
パーヒーローだよ‼。今度は自分がありがとうの気持ちを返したいな！だか
ら困った時いやになったときはいつでも相談してね。

小学５年
生

鈴鹿市 樋口心春

24 本人の希望により作品の掲載を控えさせていただきます。

25 家族の絆 個人 佳作 兄
私が小学生のとき家から遠いのに学童にむかえにきてくれたり、「めんどく
さい」と言いながらも夕食をつくってくれた。そんな兄に私は心のそこから
ずっとありがとうと思っているよ。

鈴鹿市 匿名

26 家族の絆 個人 佳作 お母さん
お母さんが博士になるために、勉強がんばっていること、ぼくは知っている
よ。ぼくはお母さんがすごい人だということを知っています。お母さんがん
ばれー。

中学２年
生

鈴鹿市 市川心音

27 家族の絆 個人 佳作 お母さん
周りに流されやすい僕はいつも迷っている。そんな時に背中を押して迷い
を消してくれてありがとう。

中学３年
生

鳥羽市 山本海里

28 家族の絆 個人 佳作 母
僕は変わり者で、友達がいなかった。その時に「あんたはあんたや」と言っ
てくれた。人それぞれの個性があるとわかって元気が出た。ありがとう。

中学３年
生

伊勢市 中野綾音

29 家族の絆 個人 佳作 お父さん

僕がまだ小さいころ「何で俺には兄弟がおらんの？」と聞いたときに「母さ
んの体調が優れやんかったんや。すまんかったな」て言った後に「でも、お
前が生まれてくれて俺はほんまに幸せやで」と言ってくれてありがとう。自
分を大切に生きていくわ。

中学２年
生

菰野町 小島陽太

30 家族の絆 個人 佳作 パパ

パパの赤い手はなぜ赤いのかわからなった。大きくなった私は母に聞いて
みると、おすし屋さんは冷たい水を一年中触り魚をさばいているからと教え
てくれました。家族を支えてくれている努力が手にしるされていることがわ
かったよ。いつもありがとう。

中学２年
生

菰野町 高木結衣
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31 家族の絆 個人 佳作 ママ
きんてつでんしゃにのせてくれてありがとう。かいそくきゅうこうがすきで
す。またいっしょにのろうね。

中学２年
生

多気町 網屋　勲

32 家族の絆 個人 佳作 やっちゃん（叔母）
どんなときでも私の味方をしてくれて、アドバイスをくれた姉のような存在
のやっちゃん。ありがとう。突然天国へ旅だった一年前。どこで何をしてい
ますか？これからもずっとやっちゃんが大好きです。

20代 小島七海

33 家族の絆 個人 佳作 子供たち
きみたちがいるから優しくなれた気がする。きみたちがいるから強くなれた
気がする。きみたちに「お父さん」って呼ばれて頑張ろうって思える。僕をお
父さんにしてくれてありがとう。

30代 松阪市 杉中克好

34 家族の絆 個人 佳作 夫
退職してから料理にめざめたあなた！！気付けば私より料理がうまくなっ
ていましたね。毎日、食事を作ってくれるあなた。大声で自慢したくなる。そ
してありがとうも大声で言いたくなるよ。

70代 松阪市 早川朋子

35 家族の絆 個人 佳作 ようへい(夫）
笑うあんたに笑わせる私。あんた専属のお笑い芸人になった、結婚２年目
の夏。毎日楽しいね。ありがとう。

30代 鳥羽市 山本　彩

36 家族の絆 個人 佳作 子供たち
ふらふらと歩きはじめた１歩。上手になってきたお喋り。あなた達の成長の
１つ１つが可愛いくて面白くていつも私を笑顔にしてくれる。これからも兄弟
仲良くすくすく大きくなあれ！！笑顔にあふれた毎日をありがとう。

和歌山県 久保夏紀

37 家族の絆 個人 佳作 母
些細な事を褒めてくれる。小さな事を喜んでくれる。当たり前のように育っ
てきたけれど、親になって中々できないことに気がつきました。あなたの子
育てに感謝。母よ、あなたは素晴らしい。

紀宝町 中尾由美

38 家族の絆 個人 佳作 息子たち
パパは朝早く仕事に行くから「いってらっしゃい」はいらないよ。夜帰ると
「おかえりー」と２つの笑顔が迎えてくれるから。今日も待っていてくれてあ
りがとう。

30代 愛知県 尾崎仁志

39 家族の絆 ペア 最優秀賞 康博
あなたがいま、そばで笑ってくれるから笑顔になれる。あなたがいま自分
のことのように悲しんでくれるから私は泣ける。あなたがそばにいることで
毎日がキラキラする。いつもありがとう。

20代 津市 中島紗希

39 家族の絆 ペア 最優秀賞 紗希
心が病み押しつぶされそうな時、光を差し込んでくれたね。出会ってから3
年も経ちました。いつもそばに居てくれてありがとう。これからも末長くよろ
しくね。

30代 津市 中島康博
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40 家族の絆 ペア
三昌物産株式会

社賞
娘

看護師をしていて、小さい頃はなかなかかまってあげられなかったね。そ
のことを今も後悔しています。時間は戻せないけどずっと生まれてきてあり
がとうと思っています。

70代 松阪市 匿名

40 家族の絆 ペア
三昌物産株式会

社賞
母

ずっと忙しくて、小さい頃は話もあまりできなかったね。その頃はわからな
かったお母さんの想い。今はわかるようになった。たくさん反抗もしたけど
今はありがとうしか思いつかないよ。

匿名

41 家族の絆 ペア 瑞宝産業賞 母
あなたが社交的で人当たりの良い性格に育ててくれたおかげでいつも皆さ
んに可愛がってもらってます。今日３９歳になりました。ありがとう。

30代 伊勢市 内田桂介

41 家族の絆 ペア
瑞宝産業株式会

社賞
息子 「こちらこそ、可愛い3人の天使達をありがとう」 60代 熊野市 内田鈴子

42 家族の絆 ペア 優秀賞 ママ
いつも一緒に寝てくれてありがとう。いっしょにあそんでくれてありがとう。
いっしょにお買い物に行ってくれてありがとう。

6歳 鈴鹿市 久保田結衣

42 家族の絆 ペア 優秀賞 娘
いつもお手伝いをしてくれてありがとう。ママが病気になってからがまんを
たくさんさせてしまっているけど「ママにゴメンネって言われるのが一番嫌
なの！」といつも言ってくれるね。元気で優しく育ってくれてありがとう。

40代 鈴鹿市 久保田香子

43 家族の絆 ペア 佳作
大好きなおばあ

ちゃん
いつもこまったときにそうだんにのってくれてありがとう。ここに書ききれな
いくらい。ほんとうにありがとう。

小学４年
生

松阪市 河合都亜

43 家族の絆 ペア 佳作 都亜
生まれた時からずっと一緒に暮らして来た都亜ちゃんのことはだれよりも
よく知っています。時々手をつないでくれる都亜ちゃんの手は温かくて気持
ち良いです。優しい都亜ちゃんいっぱい、いっぱいありがとう

70代 松阪市 河合きぬみ

44 地域の絆 個人 最優秀賞 地域の人
いつもぐちゃぐちゃにとまっている松ヶ崎駅の駐輪場。でも、帰りには、毎
日、朝の光景がうそのように整えられ整列している。どこのだれだかを今
だに見たことはないけど、この場をかりて、いつもありがとうございます。

高校３年
生

松阪市 早川明李

45 地域の絆 個人
ヤマモリ株式会

社賞
地域の人 マスクがあるから、いつもより大きなこえであいさつするよ。

小学２年
生

いなべ市 水谷菜心
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46 地域の絆 個人
株式会社中村組

賞
地域の人 マスクをしていても、お顔となまえを覚えてくれてありがとう！

小学１年
生

いなべ市 加藤　萌

47 地域の絆 個人
株式会社土屋建
設賞

友達のみんな

私は前まで「友達なんかいてもなにも変わらない」と思ってしまうことがあっ
た。けど、じしゅく中に何カ月もみんなに会えなくなってから気づいた。毎日
の思い出は友達がいてこそだ。そう思ったら友達はかけがえのないものな
んだと実感した。いつもそばにいてくれてありがとう。これからも仲良くしよ
うね。

小学６年
生

鈴鹿市 中川瑠菜

48 地域の絆 個人
JAグループ三重

賞
職場の看護師さ

ん
コロナで不安いっぱいの患者さんのために病院の庭をお花畑にしたい私
を支えてくれて、ありがとう！

50代 津市 林眞砂子

49 地域の絆 個人
有限会社マーレ

賞
地域の人 毎日毎日笑顔で見守ってくれてありがとう。地域の人に金メダル。

小学５年
生

いなべ市 伊藤遥希

50 地域の絆 個人 株式会社takac賞 ６年３組のみんな
休校中、誰もいない教室で、当たり前に過ごしていた一日が、本当に特別
な一日だということに気づかされました。「今日もがんばるぞ！」と活力をく
れたのはみんなでした。ありがとう！残りの学校生活も楽しむぞ。

20代 尾鷲市 德井浩紀

51 地域の絆 個人
コロナに打ち勝

つ！みえのこども
賞

地域の人 こんな時期だからこそ大声出さずに笑顔のあいさつありがとう。
小学６年

生
いなべ市 小澤陽菜

52 地域の絆 個人 優秀賞 地域の人 大きなランドセル。一年生？頑張ってな。おじさん応援ありがとう。
小学１年

生
いなべ市 仲筋悠斗

53 地域の絆 個人 佳作 地域の人 あさいちばんのおおきな「おはよう。」ぼくのパワーはぜんかいだ！
小学１年

生
いなべ市 清水智貴

54 地域の絆 個人 佳作 一番の親友
私が苦しく辛い時、「大丈夫私がおる。一人じゃない」と言ってずっと隣で支
えてくれてありがとう。

高校２年
生

溝口  慧

55 地域の絆 個人 佳作 先輩
僕が自信を無くしている時「大丈夫」と言ってくれてありがとう。おかげでそ
の後、その言葉を思い出して、自信をなくした時もすぐに立ち直れます。

中学２年
生

鈴鹿市 中村晴斗
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56 地域の絆 個人 佳作 おじいさん
「おかえり」「ただいま」の少しの会話だけど、その言葉で心が暖かくなりま
す。これからも「おかえり」という言葉を楽しみにしています。いつもありがと
う。

中学１年
生

鈴鹿市 三村璃子

57 地域の絆 個人 佳作 看護師さん

初めての手術で恐怖や不安でいっぱいだった私に、たくさん話をしてくれた
り、話をやさしく聞いてくれたおかげで恐怖や不安がなくなり、安心して手
術を受けることができました。そして、看護師になるという夢を見つけること
ができました。

高校２年
生

西田有衣

58 地域の絆 個人 佳作 ゆうが
中学２年の時おれが学校に行けなくなり、今までの友達が消えて行く中、
れんらくを取り合ってくれた数少ない友達の一人、ありがとう。これからもよ
ろしく。

高校１年
生

松阪市 浜口　瞭

59 地域の絆 個人 佳作
近所のおばあさ
ん、おじいちゃん

「おはよう。いってらっしゃい」「おかえり。おつかれさま」私の町は私の家族
高校１年

生
鈴鹿市 河村祐奈

60 地域の絆 個人 佳作 友だちのお母さん
父子家庭になり、ついに父が病で倒れ、私と弟２人だけで家に居た期間、
心配してくれたり、たまに作ったご飯を持ってきてくれたりして、本当に心強
かったです。ありがとうございました！

高校３年
生

匿名

61 地域の絆 個人 佳作 先生
先生の授業はきびしいです。でも、いっぱい集中できます。またがんばろう
と思うことができます。ありがとう。

高校３年
生

松阪市 前野一慶

62 地域の絆 個人 佳作 地域の人 地域のおばちゃんかぞくみたいにぼくを守ってくれてありがとう。
小学２年

生
いなべ市 鈴木清周朗

63 地域の絆 個人 佳作 地域の人 ありがとうのことばはみんながえがおになれるおまじない。
小学１年

生
いなべ市 佐藤瑠羽我

64 地域の絆 個人 佳作 まお
小学校になる前に初めてできた友達。たくさん泣いているときに、ひたすら
泣きやませようとしてくれてありがとう。私にとっては、人生で、一番の大大
大親友です。ありがとう。

小学６年
生

志摩市 佐本海優

65 地域の絆 個人 佳作 友達
夏休みの時ぼくは友達にさそわれたことがない。だけど、梨太郎がさそっ
てくれてた、そしてぼくのつらいことをうけいれてくれる。ぼくは本当に感謝
しているよ。ほんとうにありがとう。

小学６年
生

松阪市 吉岡凌真
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66 地域の絆 個人 佳作 五十鈴スピリッツ
自分にできることを始めました。ずっと一勝を目標としていたチーム、優勝
をめざすチームになりました。負ければ、くやし涙をながしながら困難の中
でなお、輝こうとがんばる姿をみせる子どもたち、ありがとう。

40代 鳥羽市 廣脇正人

67 地域の絆 個人 佳作 たかちゃや小学校
学校にはいったときにすごくこわかった。いっぱいともだちつくってました。
ちゃんと日本語おしえてありがとう。またたかちゃや小学校にいきたい
な！！

小学４年
生

鈴鹿市 清水ユナ

68 地域の絆 個人 佳作 ボランティアの人
毎日、信号のところに立って私たちを安全にわたらせてくれてありがとう。
そして大きな声であいさつをしてくれてありがとう。ボランティアの人たちが
大きな声であいさつしてくれると元気になれます。

小学６年
生

鈴鹿市 櫻井さくら

69 地域の絆 個人 佳作 校長先生

１年生の時に、教頭先生だった今の校長先生、ぼくがいつもないていたと
きに教室からつれだしてくれて、しいくごやにさんぽに、つれてってくれてあ
りがとうございました。６年生になって、校長先生としてもどってきてくれて
ぼくはとてもうれしいです。大好きな校長先生ありがとう。

小学６年
生

四日市市 田中鷹汰

70 地域の絆 個人 佳作 塾の先生

先生と出会えたことで、勉強の大切さ、人生の大切さ、他人を思いやる感
謝の心を学ぶことができました。勉強に関心のなかった私が勉強を好きに
なることができ、成績まであげることができて本当に感謝しています。あり
がとうございます。

中学３年
生

鈴鹿市 松本花音

71 地域の絆 個人 佳作
心から尊敬する先

生

私が辛い時は、そっと声をかけてくれた。私が迷った時は、さりげなく背中
を押してくれた。私が嬉しい時は、一緒に喜んでくれた。どんな時も私の気
持ちに寄り添ってくれた。先生がいてくれたから私は自分に負けないで頑
張ることができた。先生がくれたたくさんの言葉と笑顔は私の心の支えに
なっている。先生、本当にありがとう！

中学２年
生

玉城町 松崎七菜

72 地域の絆 個人 佳作 はるひ

私の事をいつも気にかけてくれてありがとう。私の事を私以上に理解してく
れるはるひ。はるひのおかげで私は毎日楽しく過ごせているんだよ。はる
ひにとっての私も、そんな存在であれると良いな。高校は離れるけど、これ
からも一緒に楽しく過ごそうね。

中学３年
生

伊勢市 山下朱莉

73 地域の絆 個人 佳作 顧問
初めて会ったときは「うわぁ、熱血やん」と少し引いていました。でも、毎日
練習するたびに私たちにかけてくれる思いの強さが伝わってきました。部
活の顧問があなたでよかったです。今までありがとうございました。

中学３年
生

伊勢市 濱口琴海

74 地域の絆 個人 佳作 亡くなったコーチ

急に亡くなったという話を聞き本当にびっくりして、ボロボロ涙を流すぼくを
思い出します。誰よりもがんばってくれたコーチ、本当に誰よりも頼りになり
ました。ぼくの相談にものってくれた。そんなコーチが大好きでした。今まで
ありがとうございました。そしておつかれさま！

中学１年
生

津市 外子浦悠太

75 地域の絆 個人 佳作 友達
私がひっこしして休み時１人だった時「いっしょにあそぶ？」と言ってくれ
た。おぼえていないかもしれないけれど、その一言がなかったら小学校の
生活は楽しくなかったと思います。ありがとう。

中学１年
生

鈴鹿市 都築こころ
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76 地域の絆 個人 佳作 しゅん
僕が小学生の頃、友だちが全然いなかった時、君に出会えてよかったよ。
「僕が君の親友になってあげるよ。」と言ってくれたとき、とても泣きそうに
なったよ。本当にありがとう。

中学２年
生

菰野町 吉良温樹

77 地域の絆 個人 佳作
３－４のかわいい

みんなへ

担任になって３年。あなたたちが初めての卒業生です。先生１年目は、君
たちと同じように生々しい気持ちでしたが、今の君たちを見ると、相手の事
を考えて行動できる人に成長していつのまにか「大人」に近づいていたの
を今感じました。これからパパ、ママになり子どもできたよーっていう報告
がまちどおしいです。

30代 鈴鹿市 新ケ江和希

78 地域の絆 個人 佳作 専制先生
あなたと出会い、僕の人生の目標が決まりました。一生懸命だった部活の
中で、優しいような厳しい練習をしてくださいました。あの淡く一瞬のような
日々は宝物です。

中学３年
生

鈴鹿市 柏木耀月

79 地域の絆 個人 佳作 ここみ

私の誕生日プレゼントに、手の凝ったアルバムを作ってくれてありがとう。
手紙に「産まれてきてくれてありがとう」と書いてくれた親友は、ここみが初
めてだよ。初めて会ったときはお互い緊張して上手くしゃべれなかったの
に、今では相談も悩み事もなんでも話せちゃうよ。最後に、ここみ、産まれ
てきてくれてありがとう。

中学３年
生

鈴鹿市 古川蓮華

80 地域の絆 個人 佳作 優果
私が困っているときや、恐怖と不安で押しつぶれそうな時に相談した際に
あなたは一生懸命話を聞いてくれて、的確なアドバイスや背中を押してく
れる言葉をたくさんたくさん本当にありがとう。

高校１年
生

鈴鹿市 増田早映

81 地域の絆 個人 佳作 福島の友
「自信ありすぎ！歩けなくなったらどうすの！」私が山登りで脚を怪我した
時叱ってくれた５０年来の友。そういえばあなたは昔股関節で長く歩けな
かったわね。ハッキリバッサリ言ってくれてありがとう。「山」卒業します。

70代 鈴鹿市 佐藤のり

82 地域の絆 個人 佳作 友達
私が元気がなかったとき、すぐに気づいて話を聞いてくれてありがとう。「い
つでも味方だからね」と言ってくれた時、涙が出そうになりました。いつも支
えてくれてありがとう。これからは、私があなたを支えます。

中学３年
生

鈴鹿市 山野　碧

83 地域の絆 個人 佳作 みそら、さえ
わたしがころんだとき、しっぱいしたときはげましてくれてありがとう。なん
かいもけんかして、なんかいもないて、でもみ空、さえがいたから、わたし
は元気だよ。ずっと友だちだよ。

小学３年
生

志摩市 玉置美羽奈

84 地域の絆 ペア 最優秀賞 なほちゃん
本が大好きななほちゃん。なほちゃんにすすめられて読んだ本は宝物に
なったよ。いつもいっぱい遊んでくれてありがとう。幼稚園から一緒のなほ
ちゃんはずっとずっと大切な友だちです。本当に本当にありがとう。

小学６年
生

鳥羽市 橋本美侑
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84 地域の絆 ペア 最優秀賞 みゆちゃん
ウォーキングに行ったり、大阪に行ったり、とても楽しかったよ。昔とった写
真にもみゆちゃんと一緒にうつっている写真たくさんあったよ。また大阪
行ったり、イベント参加したりしてたくさん遊ぼうね。

小学６年
生

鳥羽市 江崎夏穂

85 地域の絆 ペア 株式会社マスヤ賞 ゆい

いつも明るいゆいは毎日毎日私のとなりにいてくれる。相談してもめちゃ
めちゃすごく考えてくれる。私は、勉強が苦手だ。だけどゆいは、私ができ
るまで教えてくれる。私の事をすごく考えてくれる。すごく感謝している。あ
りがとう。私にはすごくもったいない友達だね。

小学６年
生

桑名市 遊佐映月

85 地域の絆 ペア 株式会社マスヤ賞 はづき
はづきとは、まだそんなに会ってから月日がそんなにたっていないけど、そ
んなことは関係ないくらいの仲良しだね。はづきの周りには、いつも笑顔が
あふれているよ！いつもそばにいてくれてありがとう。

小学６年
生

桑名市 田仲結衣

86 地域の絆 ペア 優秀賞 ひびき
小３の時から仲がいいけど、何気ない一言でケンカしたり、何気ない一言
で助かったこともあったな！これからもこの関係を続けていきたいし、いつ
も本当にありがとう！

中学３年
生

津市 小林士門

86 地域の絆 ペア 優秀賞 しもん
いつも一緒にいてくれてありがとう。たくさんケンカもしたけど、今思い返せ
ばそれも良い思い出やな。これからも一緒に色んなところ遊びにいったりし
よう！いつもありがとう。

中学３年
生

津市 津田響希

87 地域の絆 ペア 佳作 いくま
僕が辛かったとき、嫌な顔せず話を聞いてくれて、すごく気が楽になった
よ。あの時はありがとう。それからは毎日一緒にいるようになり毎日が楽し
くなりました。こんな僕だけどあと少しの間よろしく！

中学３年
生

津市 岸江泰河

87 地域の絆 ペア 佳作 たいが

すぐに気分が変わる俺に対して、いつも合わせてくれるたいが。周りに気
を遣って行動できるのが長所で友達として尊敬してるよ。これからも支え合
い、一緒に笑おうな！もう少しで離れてしまうけどこれからもたくさん思い
出つくろうな。

中学３年
生

津市 林　生真

88 地域の絆 ペア 佳作 あるま
あるまはいつも笑っていてあるまは頭も良いしみんなを心配してくれるしみ
んなとも仲良くしている人気者。これからも仲良くしようね。

小学６年
生

鳥羽市 下村光希

88 地域の絆 ペア 佳作 しも
友達でいてくれてありがとう。しもとは気が合いすぎるほど合って学校へ行
くのが待ちきれなくなったよ。毎日が忘れられない思い出だよ。

小学６年
生

鳥羽市 鈴木或真


