
作品No 作品 エピソード ペンネーム

001 愛つなげ 幸せ広げる 健やかさ

健幸情報を伝える意義はどこにあるか考えたところ根底には愛があると思いました。 

文化も科学も発展した今日ですが、多くの人が病魔に恐れるという未曾有の事態にあります。 

こういった時代だからこそ、会えることをありがたがるだけではなくどうやって愛を伝えるか、コミュニ

ケーションを行うかという所に多くの人が頭を悩ませました。 

皆が健やかであることの幸福さ、これが代え難い愛の産物であることを伝えたく作りました。

6pm

002 お金より家族の健幸ファーストで お金は勿論大切ですが、家族が健康でないと意味がありません。まず何といっても健幸第一です。 アカエタカ

003 塩分は　薄めで健幸　濃い人生 塩分は薄めというのをよく聞きます。そうすることによって、悔いのない濃い人生を歩みたいです。 あべっち

004 口コミで　広がる健幸　ほんとうね 今まで知らなかった健幸アンバサダー。たしかに口コミで広がりそうです。 あべっち

005 健幸を  広める笑顔の  開拓者 健幸を広めることで笑顔の輪が広がる、そんな願いを込めて川柳を作りました。 あまみ

006 しあわせと　笑顔をつなぐ　懸け橋に たくさんの方の健幸と笑顔をつなげる人達頑張ってください あらじん

007 健康と　幸せ、笑いで　密になる アントニオ馬場

008 いつまでも　健幸でいたい　いつまでも 歳をとっても健幸でいたいという思いを精一杯詰めました。 いしげき

009 久しぶり　届ける笑顔と　この通信
祖父に会うのは，とてもうれしく笑顔になります。いつまでも元気でいてほしいので，アンバサダー通信

のフレイルや筋肉のお話を伝えています。
いぶすき　なの　はなこ

010 あなたから　伝えられたら　変われそう
アンバサダーは，家族や友人など，身近で大切な人へ健康情報を伝えることです。メディアから得られる

情報より，きっと家族や友人である「あなた」から伝えられることが，とても効果的だと思っています。
いぶすき　なの　はなこ

011 繰り返し　伝えることで　変わる未来

アンバサダー通信の内容を夫に伝えても，1・2回では，なかなか行動が変化しませんでした。タイミン

グを見て，何度も繰り返し伝えたことにより，徒歩で通勤するようになったり，自宅で筋トレをするよう

になったりと，少しずつ行動が変わってきました。毎日を元気に過ごしてもらいたいという気持ちと，こ

れから年を重ねていっても，いつまでも健康でいてほしいという気持ちを込めて，これからもアンバサ

ダー活動に取り組んでいきたいです。

いぶすき　なの　はなこ

012 隠し味 こっそり愛情 ひとつまみ
誰かの健康を思ってキッチンで食事を準備する人に想いを馳せ、優しい姿が思い浮かぶような川柳としま

した。
うーるちゃん

013 健やかな あなたに幸あれ アンバサダー 「健」「幸」のキーワードを用いた上で、アンバサダーの方の理念にも共通するような川柳としました。 うーるちゃん

014 アンバサダー　あなたの心に　花咲かす アンバサダーの言葉で、みんなの気持ちが健幸になり、花咲かす場面を川柳に込めました。 ウェルネスみのる

015 ばあちゃんに　伝えて元気に　アンバサダー 祖父母に健幸アンバサダー通信を伝えて、元気になった場面を川柳に込めました。 ウェルネスみのる

016 健幸と　言えばこの人　アンバサダー 健幸と言えばどの人だろうと、パッと思いつく場面を川柳に込めました。 ウェルネスみのる

017 変わりたい　ほんなあなたに　アンバサダー 健幸アンバサダーが変わるきっかけになればと思い、川柳にしました。 ウェルネスみのる

018 伝えたい　大切なあなたに　健幸を 伝えたいと思う気持ちを川柳に込めました ウェルネスみのる

019 チラシ持ち　健幸の輪を　広めよう アンバサダー通信を持ち、地区の皆さんにも健幸を伝えようと意気込んでいる様子です。 ウェルネスみのる

020 健康を　老後へ積立　健幸年金

貯金がいくらあっても病院通いが続くと　お金も無くなります 

お金を残すことばかりではなく　健康でいれば　病院代もかかりません 

健康を残す　というのは　将来の自分への仕送りだと思います 

おでん

021 あなたから　つないでひろげる　健幸の輪　
まずは自分がインフルエンサーとなり、健幸アンバサダーの役割を果たしていくところから、ムーブメン

トを作っていこうと呼びかけます。
カジ

022 歩数計　友と競いし　秋の空
コロナ渦で運動不足になりがちなからだをウォーキングして、友達と歩数などを報告しあって健幸づくり

に取り組む姿を読みました
カジッチ

023 コロナ渦に　友と歩みし　秋の道 コロナ渦の中、運動不足になりがちな体を思い、友達と連れ立って散歩する様子を歌いました。 カジッチ

024 マイバック　通信忍ばせ　買い物へ
買い物の必需品となったマイバックにいつもアンバサダー通信をいれて、買い物先であった知人に紹介し

ている場面を読みました
カジッチ

025 コロナより　幸せの数　増やします かた　こりこ

026 アンバサダー　健康生みだす　伝道師 かた　こるよ

027 シップよりスキンシップなお手伝い 湿布を100枚貼るよりも一人の健幸アンバサダーのスキンシップの方が100倍頼りになります。 カラスの行水

028 健康に勝る幸なし良い出会い 健幸アンバサダーに恵まれる事は心身ともに幸運です。 カラスの行水

029 カムバック支える誇りアンバサダー 健康面でもメンタル面でもその支えとなれるアンバサダーは誇りある仕事です。 カラスの行水

030 シンプルに　医食同源　一兎追う　　　
好き嫌いなくバランスの取れた食事をする。さて、自分はどこまでできているのか自問自答。結論は、今

さらではなく今からと。
ガリベン

031 健康は　歩く歩いて　お薬禁煙 親父が元気がない。健康に ギザギザ仮面

032 健康も　地域経済も　活性化！ アンバサダーの魅力をこの川柳に込めました。 きゆた

033 ブラックと　気付いた時に　逃げるんだ

私自身、ブラックな組織で働いていて、でも抜け出す勇気を持てなかったせいで病気になり休職、退職を

余儀なくされ、現在も治療中です。 

ブラックな組織で働いていると、はじめは高揚感やガッツで頑張れるのですが、気付かぬうちに疲労が溜

まり、文字や人の声がぼんやりとしか目・耳に入ってこなくなっていたらもうアウトです。その仕事、あ

なたがいなくても誰かがやります。だから、仕事より自分を大切にして、危険と思ったらすぐに逃げて。

あなたに合う職場は他にもきっとあるはずです。

くはんだ

034 健幸の　バトン繋いで　五輪へと 皆で知識を深め教え合い、健幸な心を身体で五輪を迎えよう。 けんちゃん

035 健幸が　繋げる笑顔と　良き未来
健幸を意識することによって自分も周りも笑顔になるとともに、これからの未来もより良いものへと変

わっていく。
けんちゃん

036 健やかは幸か不幸か試したい
健幸であることが「幸せになる」のか「不幸になる」のかアンバサダーの指導のもと試してみたい。 

これでヨシト

037 我が燃費　車の燃費に　教えられ 身近な車がアンバサダーになり得ることを表現。 さかきんぐ

038 健幸は「心を密に」が合言葉 さきみち

039 健康と幸せ運ぶ伝道師 さきみち

040 お散歩に婆を連れ出す三歳児 おばあちゃんをお散歩に連れ出す我が子も立派な健幸アンバサダーではないでしょうか。 さきみち

041 健幸の　楽しさ伝える　アンバサダー さごじょう

042 次世代に　希望を残す　アンバサダー さごじょう

043 アンバサダー　知識で老いを　追い払う さごじょう

044 アンバサダー　深い知識と　思いやり さごじょう

045 健幸を　伝え叶える　アンバサダー さごじょう

046 健幸の　畑を耕す　アンバサダー さごじょう

047 我が町の　宝物です　アンバサダー さごじょう

048 健幸の　種で笑顔の　花咲かせ さごじょう

049 関心は　健幸になる　栄養素 さごじょう

050 アンバサダー　健幸の輪を　作ります さごじょう

051 リテラシー　高いあなたは　頼もしい さごじょう

052 関心が　健幸のドア　開ける鍵 さごじょう

053 アンバサダー　学び続ける　人のこと さごじょう

054 健幸へ　アンバサダーが　アシストだー さごじょう

055 友達も　なってた健幸　アンバサダー さごじょう

056 アンバサダー　頑固おやじも　従順に さごじょう

057 健幸は　幸福のドア　開ける鍵 さごじょう

058 健幸の　バトン握った　ランナーだ さごじょう

059 大切な　人と健幸　分かち合い さごじょう

060 健幸に　いいね！をしたら　シェアしよう さごじょう

061 健幸を　知って伝えて　繋がって さごじょう

062 健幸を　君の心に　届けます さごじょう

健幸アンバサダー　川柳コンテスト　応募作品一覧
健幸アンバサダー養成プロジェクト事務局



作品No 作品 エピソード ペンネーム

063 健幸の　意識を高め　知識増し さごじょう

064 学べたら　今日から君も　アンバサダー さごじょう

065 健幸を　伝えることが　使命です さごじょう

066 健幸を　知って学んで　伝えます さごじょう

067 ヨウセイだ　コロナじゃなく　アンバサダー さごじょう

068 健幸へ　ＧＯＴＯします　アンバサダー さごじょう

069 健幸と　笑顔を町に　広めます さごじょう

070 健幸を　学び続ける　アンバサダー さごじょう

071 筋トレも　みんなですれば　レクになる さごじょう

072 アンバサダー　増やすのもまた　アンバサダー さごじょう

073 健考し　健康になり　健幸へ さごじょう

074 知ることが　健幸になる　第一歩 さごじょう

075 目を向けて　健幸の芽に　花咲かせ さごじょう

076 取り除く　心に巣食う　無関心 さごじょう

077 経済よりも　人の命が　一番です コロナ禍の経済優先か？はっきりしない現状の様です。 サツマフジ

078 毎朝の 麹みそ汁 腸活性
主食の和洋を問わず、朝は必ず麹たっぷりの味噌汁を作る。 

我が家の健康の秘訣です。
さば子

079 いつか私も　プラチナステージ　目指したい この川柳をきっかけにアンバサダーについて興味を持ちました！ じじゆた

080 健幸と人とをつなぐキューピット 私が抱く健幸アンバサダーのイメージです。 しゃんしゃん

081 健幸と人とを繋ぐキューピット 健幸アンバサダーについて私が抱くイメージを作品にしました。 しゃんしゃん

082 アンバサダー健幸の立役者だね 素晴らしい活動だと思います。健幸の立役者ですね。 しゃんしゃん

083 健幸のための情報ありがとう 健幸アンバサダーを初めて知りました。立派な、そして素敵な、大変社会貢献になる活動ですね。 しゃんしゃん

084 朝日浴び　幸せ感じ　ジョッキング

コロナ禍でステイホームを強いられ、そんな状況の中でできる健幸とは。朝日を浴びて、生きてる幸せを

感じながらの毎日のジョッキング！どんなときにも朝はやってくる。前を向き、歩いていこうと思うので

す。

ジュンマル

085 第一子健幸願い名をつける
今年長男が生まれましたが、健幸を願って健という字を入れてなづけました。妊娠中も出産後も健康が大

事だということは痛感しています。
すす

086 健幸で　実りの多い　人生だ
「健幸」であれば何でもできるしどこへでも行ける。そしてそこでいろいろと学びや知識を得て素晴らし

い人生となる。そんな思いを詠みました。
すな

087 健幸の絆は密な方がいい せちい

088 健幸な　おうち時間の　伝道師 だいちゃんＺ！

089 健幸の　輪で金メダル　アンバサダー だいちゃんＺ！

090 世話好きが　高じて講じる　アンバサダー だいちゃんＺ！

091 アンバサダー　健幸の知恵　おすそわけ だいちゃんＺ！

092 健幸の　回覧板に　なった母 だいちゃんＺ！

093 本人も　まわりも健幸　ずくめだね だいちゃんＺ！

094 アンバサダー　携えてくる　知恵袋 だいちゃんＺ！

095 情報を　心に届ける　伝道師 健幸アドバイザーの魅力を込めました！ たしかと

096 アンバサダー　幸せの種まく　良い相棒 たぬき親父

097 たるんどる　健幸的には　その出腹 たぬき親父

098 口コミが 健幸づくりの キーワード アンバサダーの口コミが健康と幸せにつながる、ということを表現しました。 たまのいわし

099 健幸を伝える役目果たします
健幸アンバサダーに任命されたのでまずは自分が健幸体になり身近な人から健幸情報を提供し広めていき

たいです。
ちいさいみかん

100 コロナ禍で　伝える絆　正しい情報
こんな時代だからこそ，私たちアンバサダーは正しい情報と共に，家族，地域，職場等の「絆」の大切さ

を伝えたいと思います。
ちーぼー

101 情報を　知らない怖さを　伝えたい
コロナの感染拡大も情報を知らない人が，十分な対策もせず行動していることが原因であると思います。

情報は簡単に入手できる世界。だからこそ，知らないことの怖さがあるのだと思います。
ちーぼー

102 ゼロリスク　外出自粛は　リスク大 健康2次被害の危険性を謳ってみました。 ちーぼー

103 コロナ禍で　ゴロゴロし過ぎ　太り過ぎ コロナで外出自粛・・。外に出なかった主人の今の姿を読んでみました。 ちーぼー

104 健康で　過ごせる喜び　伝えたい
人生100年時代。私たちアンバサダーが伝えたいのは，100歳のあなたからの「幸せ」のメッセージで

す。
ちーぼー

105 痩せなさい　娘の言葉は　身に染みる
ダイエットのきっかけは，病院の先生でもなく，妻でもなく，娘からの一言でした。娘のためにも頑張り

たいと思います。
ちーぼー

106 私しか　変えられないなら　変えてやる
何をやらせてもダイエットに失敗している主人。今回は，絶対成功させたいというアンバサダーとしての

決意です。 
ちーぼー

107 口コミは　言葉で繋ぐ　心の架け橋
口コミは，言葉だけではなく，心が通じていないと相手の行動変容に繋がらないのだなという実体験か

ら。 
ちーぼー

108 ディスタンス　心の距離は　ニアレスト
ソーシャルディスタンスという言葉が浸透し，社会からの孤立，健康2次被害の報告等がされる中，心は

常に寄り添って，思いを一緒に行動したいという思いから読んでみました。 
ちーぼー

109 コロナ予防　正しい情報　終息の近道
コロナ終息のためには，正しい情報をより多くの人に届けて，みんなが正しい予防法を行うことだと思い

ます。
ちーぼー

110 スクワット　まき割りダバサー　ホイサッサー
まき割りスクワットを行うときに，力まないように掛け声を掛けています。数字を数えるより楽しめま

す。 
ちーぼー

111 スクワット　ぴちぴちズボンで　お尻パーン

夫婦でスクワットをしている時，見本を見せると粋がっていましたが，その時履いていたズボンがきつめ

だったのか，お尻が思いきり避けてしまいました。それを見て妻が大笑い。免疫効果は果たせたようで

す。 

ちーぼー

112 守りたい　伝える喜び　私の生きがい 正しい情報を伝えることで，大切な人を守っていきたい。それを私の生きがいにしたいと思います。 ちーぼー

113 筋トレは　力まず笑顔で　幸の呼吸
筋トレで大事な呼吸。力まず１．２．３と掛け声を掛けて行っています。この呼吸は幸せに繋がる呼吸で

す。
ちーぼー

114 筋トレで　夫婦の会話に　笑顔咲く
アンバサダー通信を見ながら，夫婦で筋トレをしているとこれまでになかった健康についての会話が生ま

れ，筋トレを続けた結果，「痩せた」と笑顔で自慢する妻の様子を読んでみました。 
ちーぼー

115 情報を　上手に使って　飴とムチ

口コミのコツは，正しい情報を上手に伝え，その人に注意と気付きを促すこと。それに加えて，更に大事

なのは，その人が変わったことをたくさん褒めてあげることだと心がけて，アンバサダー活動を頑張って

います。 

ちーぼー

116 健康で　孫との時間　過ごしたい 生きがいを持って，寝たきりではなく楽しめる人生を送りたいというメッセージを伝えたいです。 ちーぼー

117 コロナ禍で　伝えたいのは　笑顔の輪 笑うことが免疫力を上げると聞いて，こんな時代だからこそ，笑顔の大切さを伝えたいと思いました。 ちーぼー

118 　口コミで　健幸広める　伝道師 てぬき親父

119 2万人　以上のアンバサダー　活躍中！ 健幸アドバイザーが2万人以上日本にいるということに驚きました！ なせれん

120 豆知識　皆でシェアして　健幸に 健幸になるための豆知識を皆でシェアできたらいいな、と思います。 にじのいろ

121 健幸は　明るい未来の　道標 健幸が明るい未来へ導いてくれます。 にじのいろ

122 減塩で　解消いたす　その浮腫み

塩辛いものが大好きな母。 

「どちら様で？」と思わず言ってしまうほど、起床時の顔の浮腫みが酷い… 

塩分過多、私が阻止します！

のつのつこ

123 健幸は　自ら守り　医師支援 自ら主体的に健康の保持増進につとめ、その行為を医師が見守る。 ノボル

124 バカだっていい達者なら福も来る ことわざに「馬鹿でも達者がなにより」というのがある。 ノムさん

125 健幸を　職場で学び　子に伝授
夫が職場でアンバサダーさんに教えてもらったことがあります。とても楽しかったそうで、帰宅後、簡単

にできる筋トレや栄養のことなどをとても熱心に語ってくれました。
のりのり

126 さあ行こう  健幸体操  1、2、3 友達を誘って活動を広め地域のひとりひとりが輪になって健康増進に繋がれば良いですね。 はっちゃん

127 両親の　健幸を　願います　 両親がいつまでも健康で幸せであることを願います ぱぴ０６１８



作品No 作品 エピソード ペンネーム

128 健幸の ハブ空港に アンバサダー
暮らしの中の身近な人たちに「健康に関する正しい知識」を伝えるアンバサダー（伝道師）の意義と役割

の大切さを感じています。
はやぶさ

129 健幸は 自助の精神 セルメから　　＊ｾﾙﾒ：ｾﾙﾌﾒﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ

日本の健康保険制度を瓦解させないで次世代にバトンしていくためにも、安易に病院やクリニックに掛か

るムダを避けて、セルメ（ｾﾙﾌﾒﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ：自分の健康を自分で管理する）という自助の習慣をつけたいも

のです。

はやぶさ

130 健口が 健康支え 健幸へ

加齢と共にフレイル（虚弱）は一種の“通過儀礼”と諦めてはいけない。コツコツと日々の努力によって、

遅らしたり弱めたりできると思う。私は足許だけでなく、オーラル（口腔）から生じるフレイルにも十分

意識をして取り組んでいます。

はやぶさ

131 健幸と運を味方にアンバサダー なし はらや

132 君も聞け健幸願えとアンバサダー なし はらや

133 人生のプライオリティは健幸だ 一番大切なことは健幸だから はる

134 健幸は　笑い食べ飲み　動き寝て
人の本能、基本行動を継続していくことが、本当の健康で幸せな人生が 

おくれる事と感じます。
はるさん

135 伝えます　正しい知識　健康法 コロナ禍での正しい知識が必要とされます。 ハルル

136 健康を　自粛で知った　ありがたみ 自粛中つい不摂生しがち、アンバサダーの指示で生活を立て直します。 ハルル

137 健幸の　効能を説く　アンバサダー 効能は人それぞれ。皆に健康になって欲しい。 ハルル

138 健幸を　身体と心に　届けます アンバアダーが健幸を皆に届けています。 ハルル

139 無関心　そんな人こそ　アンバサダー ７割の無関心層に届きますように。 ハルル

140 アンバサダー　健幸作りで　地域の輪 地域の人々の健康を守ります。 ハルル

141 健幸の　種を育てる　アンバサダー みんなの心に腱幸の種まきをしています。 ハルル

142 眩しいねキラキラ笑顔あなたにも パンプキン

143 伝道師ゆけば達者の輪ができる 健幸アンバサダーの歩いたあとには健康の輪ができています。 ぴーす

144 財産は　周りみんなの　大丈夫 ひこべ～

145 コロナ禍だ　感染おさえ　皆の衆 ひこべ～

146 タバコ辞め言っても無駄でもう遅い 経験からタバコを辞めた頃はもう血管はボロボロです。 ひねた猫

147 健幸へ頭脳鍛えるおもしろさ 身体の前に先ず頭脳を鍛えて下さい。 ひねた猫

148 健やかで 康らかで幸せな 毎日を 健幸という単語から、健康と幸せが共にあれば人生が豊かになるだろうと思って作りました。 ひのしう

149 健幸と　笑顔磨いて　アンバサダー まずアンバサダーが健幸であること。大切ですね。 ヒメ父

150 すくすくと育った我が子に教え乞う

元気に育った息子は、好き嫌いなくなんでも食べ、元気いっぱいに遊び、よく眠りとてもポジティブな腕

白坊主です。そんな姿をみて健康のすばらしさ、健康の取り組み（当人は全く意識はしていないでしょう

が）をみて感じました

ひろＰ

151 伸ばすのは正しい知識で健康寿命
健康寿命を延ばすことが一番大切で、それには健幸アンバサダーのもとで正しい知識が必要だとおもいま

す
ひろＰ

152 挨拶は「健幸ですか」に決めました 人も自分もみんな健幸になる社会を願って。 ひろぴー

153 健幸が届く嬉しさ病み上がり 病気をして改めて知る健幸の大切さ ひろぴー

154 腹八分　体が「いいね！」　言っている ぷーちゃん

155 酒・たばこ　やめてへそくり　増えていく ぷーちゃん

156 食生活　検査結果を　裏切らず ぷーちゃん

157 血圧は　健康管理の　第一歩 ぷーちゃん

158 酒・たばこ　やめて健康　取り戻す ぷーちゃん

159 よく噛んで　手軽にできる　ダイエット ぷーちゃん

160 脳トレで　始めた川柳　生きがいに ぷーちゃん

161 健幸は　知るから始める　第一歩
健幸は知るから始めることが、まず第一歩。吸収して、また人に広める。みんなが健幸でありますよう

に！ 
フリージア

162 情報の　見る聞く知るは　健幸源（げん）
情報をWEB、テレビなど、あらゆる媒体を通して、正確に見聞きしする情報の源が、健康で幸せに暮ら

すことにも繋がると思います。
フリージア

163 健幸の　知識を伝え　幸を積む
自分が健康であっても、家族、友人、知人が病気だとやはり悲しいです。しっかりとした健康に関する情

報を知り知識を伝えて、皆が健康で幸せでありますように。
フリージア

164 病気を　多くした人　アンバサダーに

１０年前難病の潰瘍性大腸炎に良く効く薬で急性肺炎になり気胸を発症、肺が潰れてしまい手術になり４

か月入院。その後心房細動により家の階段から転落して入院。その後は意識不明で８年で７回救急搬送。

３年前に前立腺がんになり手術で入院。２年前には父の墓参りに行き石段を踏み外し顔面強打大きいこぶ

をつくり内出血をとるため緊急入院。今年１月脳梗塞となりましたが娘が５時間以内に見つけてくれて入

院１０日、お蔭様で後遺症がなく退院。全て入院中は妻が毎日見舞いに来てくれた。自分本位であった人

間が本当に「人間革命できる」。家内と娘たちに心配ばかりかけてこの旅はいつまで！

べんさん

165 届けます　夢と笑顔と　健幸と アンバサダーの届けるものは、夢・笑顔・健幸です。 ほのぼの

166 ママの愛　健幸に良い　お弁当 ママは　毎朝早くから　愛情いっぱいの家族のお弁当を　作ってくれています。 ほら吹き

167 健幸で　今日も元気に　テレワーク ほり・たく

168 富士山も　健幸道も　一歩から ほり・たく

169 健幸を　伝え広がる　笑顔の輪 ほり・たく

170 健幸を　今日も手渡す　伝道師 ほり・たく

171 健幸の　タスキが渡る　ご町内 ほり・たく

172 健幸が　守る家族の　笑い声 ほり・たく

173 昼休みからだにいいがキーワード いつの間にか若くはなくなり自分や家族の健康の話題が増えました。 まめこ

174 健幸を　基準に選ぶ　わかれ道 マラソンマン

175 お金より　健幸セレブ　目指したい マラソンマン

176 健幸の　鍵はあなたの　中にある マラソンマン

177 健幸で　気づいた?ヒトの　ソコジカラ マラソンマン

178 健幸で　生まれ変わった　マイライフ マラソンマン

179 健康が　あなたを導く　健幸に 健康だと幸せ まりん

180 あと何歩何度も数を確かめる 目標に到達するためにいつも自宅で足踏みをしています みかん

181 全集中　健幸取り組み　続けます 鬼滅の刃の全集中で、健幸を続ける気持ちをよみました。 みこ

182 届きます　給食だよりの　豆知識
小学校の栄養士さんが、月1度発行してくれる給食だよりは、食べ物と心身の健康の関係、年中行事や地

域に伝わる食事など、興味そそられ参考になる健幸情報が満載で楽しみです。
みど

183 健康は　元気と笑顔の　二重奏

「健康」とは薬や医療に頼るのではなく、人間本来持っている、　　「生命力」の具現化だと思っており

ます。 

ですから、身体の奥そこから湧き出る「元気と笑顔」は大事ですね。

メルシー・僕

184 ジョギングで減量健康二刀流
コロナ禍の在宅で体重増えましたが 

身近なジョギングで健康管理致します
もえぴーの夫

185 健幸になって人生倍返し もふもふ

186 フレイルを逃れて健幸手に入れる もふもふ

187 ウィズ健幸あなたの日常変わります もふもふ

188 健幸を拡散希望ＳＮＳ もふもふ

189 ワクチンのように効いてく健幸が もふもふ

190 健幸の思い届ける伝道師 もふもふ

191 健幸の絆広がる口コミで もふもふ

192 個々人の健幸サポート地域の和 もふもふ

193 ＧｏＴｏと広げる健幸アンバサダー もふもふ

194 幹に葉に広がっていく健幸が もふもふ

195 次世代の健幸橋に架かる虹 健幸を自分とともに次世代へ繋げる虹の架かる橋が健幸アンバサダーだ。 やーくん



作品No 作品 エピソード ペンネーム

196 支え合い健幸つなぐ笑顔の輪
お互いに助け合い支え合いながら、一人一人がいつまでも笑顔で健やかに幸せに暮らせるように広めたい

です。
やんちゃん

197 吹き矢前　みんなでラジオ　体操の輪 吹き矢をする前ラジオ体操１　２を輪になってからはじめます ゆうな

198 友達と　共に健康　促進を 友達と一緒に心身共に健康に励む様子 ゆちゃ

199 健康の　きっかけ作り　アンバサダー
今回、公募ガイドの掲載で健幸アンバサダーを知りました。アンバサダーがどういう人か、役割をまず

知ってもらうことが大切かなと思いました。
ゆん

200 お金では　買えないのモノは　健康だ

ネットショッピングで何でも買える時代ですが、健康は日頃の健康習慣によって左右されるので、「お

金」で買うことは、買えません。日頃より、バランスの良い食事、適度の運動に因って、健康を啓発した

いと思いこの句を思い付きました。

ライス太郎

201 健幸を　今こそ伝える　アンバサダー
コロナ禍の今、健康への不安も広がっています。、今こそ健幸アンバサダーの重要性が注目されていま

す。
らくちゃん

202 健幸へ　全集中だ　アンバサダー アンバサダーは健康情報を全集中で伝えます。 らくちゃん

203 住民も　向上ヘルス　リテラシー 住民のヘルスリテラシーも向上、地域としても素晴らしい健幸アンバサダー。 らくちゃん

204 良い資格　役立つ健幸　アンバサダー 信頼される資格、しかも簡単にネットで取れる、もう取るしかないですね。 らくちゃん

205 簡単に　ネットで資格　アンバサダー 健幸アンバサダーの資格はネットで簡単に取る事ができます。 らくちゃん

206 安心と　信頼健幸　アンバサダー 健幸アンバサダーは世間の安心と信頼をうけます。 らくちゃん

207 身近から　伝わる健幸　和から輪へ 身近な和から知らない人も含んだ大きな輪へ広がって行きます。 らくちゃん

208 健幸を　伝えて作る　ネット網 この時期やはりネットですね。 らくちゃん

209 コロナ過に　伝える健幸　オンライン ソーシャルディスタンスを守って、オンラインで伝えます らくちゃん

210 健幸へ　SNSの　輪を広げ この時期、知人たちへもSNSで伝える輪をひろげて行きます。 らくちゃん

211 健幸を　郷の親へと　SNS 今は気軽に帰省も出来ないので、元気かとSNSで親と話しています。 らくちゃん

212 コロナ過も　ウェブで健幸　届けます 直接お会いして伝えられぬ健幸、ウェブでお届けします。 らくちゃん

213 健康と　幸せ運ぶ　アンバサダー アンバサダーは健康と幸せを運んできてくれます。 らくちゃん

214 幸せの　夢を伝える　アンバサダー 健康と幸せの方法と夢を伝え広げます。 らくちゃん

215 草の根で　広げる健幸　アンバサダー 身近な人のクチコミから、大きな輪が広がって行きます らくちゃん

216 健幸の　絆広げる　アンバサダー アンバサダーによって、絆の輪が広がって行きます。 らくちゃん

217 身近から　広がる健幸　大きな輪 身近な知人、家族から、町へ地域へと健幸の輪は広がって行きます。 らくちゃん

218 小さな輪　広がり健幸　大きな輪 初めは小さな健幸の輪も、大きな輪に広がって行きます。 らくちゃん

219 健幸で　上がる会社の　好感度 企業でアンバサダーになれば、好感度アップ間違いなし。 らくちゃん

220 日本を　世界も変える　アンバサダー 小さな草の根から、大きな変化をうみます らくちゃん

221 運動は外は外は無理だがお家でさ コロナで運動できない りかちゃん

222 健幸よ　心に届け　さあ一歩 健幸情報が大切な人たちの心に届くよう、アンバサダーに対するエールを詠みました。 ルッコラ

223 健康が　幸せを呼び　いい未来 健康で幸せな生活を送ることで明るい未来を築いていこうと広く呼びかける表現を考えました。 ルッコラ

224 健幸が　広がるほどに　光る笑み 健幸情報が口コミによって広がることで、どんどん笑顔も増える。 ルッコラ

225 大切な　あなたに健幸　おすそわけ 健幸になるための情報をシェアすることで、世の中がもっと明るくなるよう願って考えました。 ルッコラ

226 口コミで丸く健康づくりの輪
大切な人への口コミが広がることにより、健幸の輪がますます大きく丸くなっていくことを願って考えま

した。
ルッコラ

227 じいちゃんは　笑いと長寿の　アンバサダー レディ馬場

228 健康は　健康な時は　忘れがち
先週まで、突然の脳梗塞に襲われて入院していました。 

自分よりもっと重い病の方が沢山居られ、健康の有難味をしみじみと味わいました。
わーさん

229 健幸を世間話の様に言う 安田　蝸牛

230 健康の秘訣妻から刺される釘 雲がくれ

231 コロナ禍の　切なる健幸　願いたい コロナの感染が席巻する中、健幸は最優先課題であると思います。 悦

232 健幸で　生きる活力　ウィズコロナ コロナ禍の現在ではありますが、コロナとの共存を考えた時に、健幸は大きなテーマであると思います。 悦

233 健やかに　幸ある人生　伝えます アンバサダーの根幹のテーマがこれなのかと思います。 悦

234 口づてに　暮らしの玉の　磨き合い 昔から健幸の考えはあって、人から人へ伝えられてきました。 岡崎佐紅

235 地域発　健幸の輪は　おおきな和 先ず、地域から健幸情報を伝えていくことが肝心との思い 温泉親爺

236 口下手でも　母ちゃんだけは　大切だ 普段，無口な父が，母の健康を気遣っている姿をみて思いつきました。 夏はアロハシャツ

237 「今日何歩？」　これがわたしの　あいさつよ 健幸ポイント事業に参加しています！歩数計を通じた私のコミュニケーションです！ 夏はアロハシャツ

238 フレイルや　サルコペニアを　広めなきゃ 横文字の新たな単語を覚えた比較的高齢な方が，きちんと理解し，熱心に伝えようとしている様子です。 夏はアロハシャツ

239 マスク越し　それでも思いは　伝わります 感染症はあれど，伝えたい思いは変わらないのです。 夏はアロハシャツ

240 自助共助　公助に頼らず　助け合う ニュースや新聞で目にする機会が増えました。私の健康づくりに取り組むモチベーションはこれです。 夏はアロハシャツ

241 平凡な　日々で健幸　ありがたい
年齢を重ねると、名誉欲や金銭欲もなくなり、日々健康で自分のことは自分で出来ることがに幸せに感じ

るのです。
花キャベツ

242 病んでみて　気づく健康の　有りがたさ 普段健康のありがたさに気がつかないが病気になって初めて健康であることの有りがたさを知るのです。 花キャベツ

243 病気して　健康は幸と　また悟り 病気しないと幸とは気がつかないものです。 角　奈緒也

244 お菓子かな？　アンバサダーは　健幸です 「アンバターサンド」が大好きです。でも健幸の重要性を勉強できました。ありがとうございます。 還暦翁

245 健幸は　知識と実践　二刀流 知っていることを広めてみんなで実践することで健幸になりたいですね。 宮のふみ

246 やりがいは　みんなの元気と　広がる輪 やりがいを感じる場面について詠みました 宮のふみ

247 育ちます健幸輪へと笑顔へと 伝えていくことで人の輪、笑顔が育つ様子です 宮のふみ

248 健康の幸病気してよく分かり 病気してあああの助言をよく守ればよかったのだと思うし、健康であることの幸せを感じる。 牛美

249 コロナ下に健康もたらすアンバサダー コロナが流行っていても健康であるようアンバサダーが適切な情報をもたらす 牛美

250 健康と幸福への道情報化 健康と幸福への道をたどる方法斧情報化を図る 牛美

251 健幸で国の未来が開かれる
健康情報が国の隅々にいきわたって、国民みんなが健康であれば、国の未来は間違いなく明るいはずで

す。
京のみっちゃん

252 健康が完成すれば健幸に 健康の上に健幸 健さん

253 最新の　通信を手に　受話器とる 最新の通信に初めて知ることが載っていると思わず誰かに伝えたくなる様子を読みました。 健まちこ＠Ibusuki

254 元気でと　送る荷物に　忍ばす通信 母が叔母に荷物を送る際に「よかったら読んで」とアンバサダー通信を入れていたことを読みました。 健まちこ＠Ibusuki

255 大切な　あなたに届ける　思いやり
アンバサダー通信を誰に届けたいか考えたときに浮かんだ人が、自分にとって大切な人だと再確認した様

子を読みました。
健まちこ＠Ibusuki

256 口コミで　広げる健幸　咲く笑顔 アンバサダー通信を見ながら、みんなで笑いあう様子を読みました。 健まちこ＠Ibusuki

257 通信を　届ける手と手　暖かい 寒い冬にアンバサダー通信を実家に届けるときの様子と気持ちを読みました。 健まちこ＠Ibusuki

258 健幸で  いいな毎日  マイライフ 健康で幸せである生活こそハッピーマイライフだと思います。 健幸ライフ

259 妻美幸　子供婚幸　僕健幸 妻は美活で幸せで、子供は婚活で幸せで、僕は健幸で幸せな様を表現しました。 減点パパ

260 見直そう　健口と健康　健幸で 健口（口腔ケア）と健康（体のケア）を健幸で見直す様を表現しました。 減点パパ

261 見つけよう　出来ること伸ばす　健幸で 健幸で自分のできることを見つけて伸ばす様を表現しました。 減点パパ

262 健幸で　鍛えた足で　「老い」を蹴る 健幸で鍛えた足で「老いる」事を蹴る様を表現しました。 減点パパ

263 高齢化　アンバサダーと　健幸化 高齢化が進む中、アンバサダーと一緒にケアすることが健幸化に繋がる様を表現しました。 減点パパ

264 支える手　寄り添う心　健幸で 支える手と寄り添う心で「健幸」を届けるアンバサダーを表現しました。 減点パパ

265 健幸で　縮まる心の　ディスタンス
コロナ禍でソーシャルディスタンスが叫ばれる中、健幸アンバサダーの活動のお陰で心のディスタンスは

縮まる様を表現しました。
減点パパ

266 アンバサダーの　杖で支える　長寿国 健幸アンバサダーの活躍（杖）が長寿国日本を支えている様を表現しました。 減点パパ

267 健幸で　築く信頼　得る健康 健幸アンバサダーが築いた信頼関係で患者さんが健康を得る様を表現しました。 減点パパ

268 老後は　長さではなく　健幸にあり 老後は実年齢の長さではなく「健幸」にある様を表現しました。 減点パパ

269 健幸で　昔初老で　今美魔女 健幸のお陰で昔なら「初老」の人も今では「美魔女」になれる様を表現しました。 減点パパ

270 すぐ側に　あなたに寄り添う　　アンバサダー すぐ側であなたに寄り添い健康に導くアンバサダーがいる様を表現しました。 減点パパ



作品No 作品 エピソード ペンネーム

271 高齢化　アンバサダーと　幸齢化 高齢化が進む中で健幸アンバサダーの普及で幸齢化になる様を表現しました。 減点パパ

272 「いつか」より　「いつも」心に　健幸を 「いつか」より「いつも」心に「健幸」の気持ちを持ち続ける事が大切である。 減点パパ

273 コロナ禍も　ＧｏＴｏ健幸　中止なし
コロナ禍でみんな大変な思いをしていますが、健幸情報を伝えることはかえって大事になるので中止は出

来ません。
好日郎

274 健幸の　感染拡大　大歓迎 新型コロナウィルスの感染拡大は困ったものですが、健幸の情報が感染拡大するのは大歓迎です。 好日郎

275 がん手術　終えて健幸　しみじみと 当たり前と思っていた健康がいかに幸せであったか、改めて感じるこの頃です。 好日郎

276 健幸を 広めるために #ハッシュタグ
ハッシュタグ #健康をつけてSNSに投稿することで健幸が多くの人に一気に広がっていくところを想像

して作りました。
広瀬あおば

277 健幸へ　街のお助け　伝道師 今　ゆうよ

278 健康なあなたで良かったいつまでも
結婚して５０年お互いに健康で過ごしてこれました。これからも元気でいきましょう。という気持ちを込

めました。
三河の空

279 健幸を　伝える幸せ　生き甲斐に 健幸を伝える事により、知人はもちろんの事、自分ももっと知識が深くなり、幸せになれると感じる。 三原三中

280 健やかに　幸せ運ぶ　アンバサダー アンバサダーがどんどん健幸を広める様子を詠みました。 山宗雲水

281 いきいきと　生きて周りも　健康に
健幸情報を伝える一番の方法は、アンバサダーがいきいきとして、みんなが自分から健幸になりたいと思

うことだと思います。
山宗雲水

282 過去よりも　未来を語る　アンバサダー アンバサダーが健幸を伝え、みんなが前向き・未来志向になることを詠みました。 山宗雲水

283 生き様で　見せる健幸　伝道師 アンバサダーがいきいきと生活することで、周りが健康に興味を持っていく様子を詠みました。 山宗雲水

284 周りまで　いきいきさせる　伝道師 自分だけではなく、身近な人を健幸にさせていくアンバサダーのことを詠みました。 山宗雲水

285 よく食べてよく動くのが健幸に 健康の一つ上が健幸ですよね 私はだーれ

286 健幸の要を訓化ホウプ咲く
健康情報の事象の要点をアンバサダーは指摘します。その結実として人々は自己の健康に対して希望を抱

き知るのです。
種

287 コロナ禍もお一人様でスクワット 一人暮らしの友人へ 酒井健二

288 健幸の お手本になる 心がけ まず自らが健幸にならないと説得力がない･･ 春爺

289 健幸に ちょっと優しい おせっかい 同じ目線でやさしいアドバイス･･ 春爺

290 健幸は 歩いた利子で 幸齢者 春爺

291 自粛とバランスうまく自祝に とにかく健幸で脱コロナ！ 人生系譜

292 健康を積み重ねての健幸へ 水曜

293 現代の養生訓説くアンバサダー 江戸時代に書かれた貝原益軒の「養生訓」。健幸アンバサダーはまさに現代の歩く養生訓です。 澄海

294 健幸を口から口へマスクして コロナ禍だからこそマスクしてでも伝えたい 西東南北

295 健幸で百年時代生き抜こう 百年時代に健幸で挑戦 西東南北

296 自粛する忘年会に友思う

一年に一度、子供の時から仲の良い友達7人と忘年会と称して会ってきた。一昨年は一人欠け、涙を流し

た。職業も違い、何の共通点もないけれど、子供の時から仲が良く、遠いところを必ず集まった友達。妻

や子供も大事だが、助け合う事もなく、70年は過ぎた。

倉石　讓

297 風邪ひいて日頃の管理を叱られる 健康に係るものは風邪もひいてはいけません。 倉石　讓

298 計画は一日万歩出来るかな 目標は大きく、3日で挫折 大和の雨蛙

299 健幸を　広めひと皮　むけた夏 活動を通して少し成長です。 中年やまめ

300 全集中しなくてできるアンバサダー 本業を犠牲にすることなくできますよ。 中年やまめ

301 あの人も　同志健康　伝道師 アンバサダーが増えてあちこちに顔見知りができるといいですな。 中年やまめ

302 口説いてる　昔は彼を　今健幸 こういう美人アンバサダーもいるのでは？ 中年やまめ

303 達者村　手繰ればそこに　アンバサダー アンバサダーがいるところは住人も町・村も達者です。 中年やまめ

304 広げたい　二百万人　元気な輪 目指せ二百万人の伝道師 中年やまめ

305 口コミで　GOTO健幸　感染中 コロナの感染はこりごりですが、健幸の感染は歓迎です。 中年やまめ

306 人・地域　地球の健康　伝道師 個人から地域へひいては地球へと広げたいものです。 中年やまめ

307 健幸の　サンタクロース　アンバサダー 健幸情報はステキなプレゼントです。 中年やまめ

308 健幸で座ると直ぐにすとんする 健幸のお蔭で今日も快便です。 長男ヒロタン

309 名付けたよ　健龍と幸太　健幸だ

私自身、親から「健康」でありますようにという思いから健吾という兄貴、私康太と名付けられました。

おかげで、二度の激しい交通事故にも関わらず、無傷ですみました。その親の思いを汲み、子供にも更に

健康と幸福であってほしいとの思いから「健幸」を入れ名付けました。

津江康太

310 健幸な　１００年時代の　お手伝い お手伝いすることが、まさにアンバサダー冥利に尽きる、と思います。 島根のぽん太

311 健幸を　あなたにつなげる　道標 アンバサダーはそういう存在だと思うから。 島根のぽん太

312 健幸を　求めるあなたの　お手伝い それがアンバサダーの使命だと思うから。 島根のぽん太

313 健幸は　任せて安心　アンバサダー 認定を受けたアンバサダーは健幸に関するプロだから。 島根のぽん太

314 わかってて　あなたの健幸　はげみなの 言える幸せ、言われる幸せ、大切にするためにもいつまでも健幸でいたいものです。 東馬

315 健やかを　幸につなげる　伝道師 健康こそが幸せであることの伝道師たるアンバサダーのことを表現しました。 桃李

316 健幸は いつも身近な サポーター
健幸アンバサダーはもちろん、健幸のことを考え、また行動することが、自らのサポーターになっていま

す。
糖質無制限

317 健幸で 話と寿命 尽きません 健幸を調べる、また伝えることで、話題や寿命が尽きなくなったことを詠みました。 糖質無制限

318 誘い合う　一歩踏み出す　健幸に 誘い合って皆で行う健幸生活 働き蜂ちえちゃん

319 ハイキング　繋ごう元気　輝く日 声かけし合い、ハイキングなどに参加し、元気な輝く日々を送ろう 働き蜂ちえちゃん

320 健幸は　君の呼びかけ　輪を繋ぐ 一人の呼び掛けから健幸の輪ができ繋げて行く 働き蜂ちえちゃん

321 知るは得　伝えるは徳　守るは福
健幸アンバサダーが健幸情報を伝えれば徳を積み、知った人は得します。そして守ることで幸福が続きま

す。
南空

322 健幸を　社会に返し　幸献(こうけん)だ 健幸アンバサダーの役目は社会に誰よりも幸せを与える仕事に感じます。 南空

323 健康を　伝え幸生む　伝道師
健康は伝えることで、知識を得て幸福を生んでいきます。 

その伝道師となる健幸アンバサダーはとても意義ある活動だと思います。
南武線の旅人

324 健康が　最大の幸　悟俺 歳を重ねてわかるのは健康な毎日が遅れる幸いなことを悟ったのです 配りや独歩

325 健幸の　案内します　アンバサダー 健幸アンバサダーは健幸の伝道師であり、いい案内役ですという思いを川柳にしました。 福耳

326 コロナ鬼　滅せ新年　祈願する 鬼滅の刃のようなコロナよ、早く全滅せいと新年に祈願しよう。 仏滅の刃

327 一駅分　歩いて健幸　やって来た
散歩はなかなか続かないので、強制的に、一駅分歩くことに、してみたら、健康になり、達成感も味わ

え、幸福感も味わえ、幸福になった。 
歩くの大好き

328 コツコツと　重ね健幸　笑顔かな 満濃池太郎

329 いいネいい　健幸家族　笑いあれ 健幸が一番だと思います。そして笑いが。 満濃池太郎

330 口コミに　手ごたえ健幸　わたしやる 口コミなら信じられる。それで私もやる気に。 夢見庵

331 口コミじゃ　無関心では　いられない
口コミってのが味噌ですね、伝道師の役割。信じるし、広がり易い。高齢社会の特性を良くとらえてのお

仕事と思い句にしました。
夢見庵

332 アンバサダー　広げる健康　笑顔の輪 身近な人たちの健康増進に努める健幸アンバサダー。その活動は健康と笑顔の輪を広げています。 夢追い人

333 健幸は両手に花の健と幸
健幸とは健康と幸福であると理解できます。健康であることが幸福を呼び、充実した人生が送れると思い

ます。
夢追い人

334 幸せは歩いて来ない歩かなきゃ 歩くことで健康になるということを「３６５歩のマーチ」の歌詞になぞらえて詠んでみました。 木立慈雨
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