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作品No 作品 エピソード ペンネーム

001 健幸の　種をまいては　花を待つ エルエル

002 糖減らし　伸ばそう2人の　甘い日々
健康のため糖分を減らして、夫婦の幸せな時間を伸ばしたいとい

う想いから。
わかな

003 健康の　幸で広がる　長寿国

健康は幸であると思うのですが、誰もが支え合い豊かな長寿国へ

とつながっていけば、アンバサダーの役割も意味あるものと考え

ます。

悦

004 健幸を　気にかけ　声かけ　つながろう
コロナ禍で大切さを再認識した「健幸」と「人との繋がり」を健

幸アンバサダーが広げていくイメージを詠みました。
健まちこ@ibusuki

005 良く噛みいきいき人生噛みしめる
噛むことで長生きして、いきいきな人生をじっくりと噛みしめて

欲しいと呼びかける。
まご命

006 健康は　母の手料理　福反応 母の手料理に家族の健康が支えられています。 めめりん

007 健幸へ　広げ伸びてく　地域の輪 ザ・落花生

008 アンバサダー健康長寿のまちづくり

友達から教えられ、よかったのでまた友達に教えて、というふう

に健康への取り組みが広がれば、健康長寿のまちづくりができる

と思います。

典典

009 健幸の　大切さ知る　今の社会
今の世の中だからこそ、改めて健やかに生きることの大切さをし

みじみと感じる人が多いのではないかと思いました。
研港

010 健幸の　情報交流　アンバサダー
健康の情報を健幸アンバサダーからから教えていただいて、みん

なで情報交流をして、健幸になれれば良いと思います。
モッチ

011 笑顔から　健幸づくり　はじめよう
健康で幸せな生活、「健幸づくり」のために、笑顔を増やして楽

しく過ごす事から始めようと思いました。
すずらんらん

012 健やかで　幸せな日の　おてつだい
「健」と「幸」をキーワードに、アンバサダーの方の温かい思い

が伝わるような句としました。
うーるちゃん

013 健幸を　伝えて地域　活性化
身近な人から地域の人まで、情報を伝えて健康な生活をエンジョ

イしてほしい。
ハルル

014 皆さんの　健康増進　伝道師
健幸アンバサダーは皆さんの為に、健康増進のサポートをする伝

道師みたいな仕事だと思いました。
みい

015 散歩道 青空気づき 至福感

今まで、こんなに空がきれいなんて感じませんでした。

最近、美しい空に良く気づきます。

また、そのこころも、嬉しいです?

みやちゃんっ子

016 健幸が　滲み出ている　笑い皺
皺は良いイメージがありませんが、笑い皺にはすごく良いイメー

ジがあります。健幸が視覚で分かりますが。
ペースかめ

017 わがスマホ健幸とすぐ変換し フクラギ

018 健康は共感だよとアンバサダー
アンバサダーの役割は健康の大切さを理解して共感してもらうこ

と。
ピアノカフェ

019 健幸は　笑顔満開　咲く場所に
笑顔のあるところには健康と幸せがたくさん訪れる気がします。

笑顔を忘れずに過ごしたいです。
にじのいろ

020 大病をしたから大事伝えたい
健康な人より大病を患った人の経験談は、聞く人の胸に響きま

す。健康大事と言われれば納得できます。
ひねた猫

021 健幸を　心に届ける　伝道師
健康情報を大切な人たちの心に伝えていく、アンバサダーの重要

な役割を伝えたいと思いました。
山野胡桃子

022 大切な　人に健幸　おすそ分け
大切な人にはいつまでも健幸でいて欲しい。アンバサダーさんを

介して健幸が広がっていく様子を詠みました。
かびごん

023 健幸で広がる笑顔元気の輪
身体も心も健康だとみんなの笑顔が広がって、元気に生き生きと

暮らせるようになると思います。
やんちゃん

024 健幸は　お酒一合　飯二合 健幸になるには楽しみのお酒としっかりご飯を食べることです。 案山子

025 老いらくの　恋の病は　消しゴムで
消しゴムで消せる程度の恋心はいつまでも持ち続けたいと思って

います。
多賀二郎

026 難しい　論より歩こ　長生きへ
歩くことは大事だと感じます。「論より証拠」　歩いている方元

気です。
ふう

027 会話の輪繋ぐ健康見守る輪
年を取ると会話が少なくなり、人と会う機会が少なくなります。

できるだけ会話をして、見守りたいです。
むかしのおじさん
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作品No 作品 エピソード ペンネーム

028 身をもって　健幸通信　伝えます
まず自分が健康情報を実践し、自分自身の経験として自信をもっ

て健幸通信を伝導しようと思います。
テクノボー

029 知らぬ人　親切にされ　おすそ分け　

道に迷って教えてもらったり、重い荷物を持ってくれたり、親切

にされることが多いので、私もだれかに小さな親切を心掛けたい

です。

ひなももえりか

030 健幸は　知って得する　宝物 健康に関する知識をしっかり持ってもらうことが大事です。 カボスじい

031 のぼり坂は　あなたとつなぐ　手のいいわけ

毎日、夫と夫婦で歩く中、日に日に筋肉がつき若返りを実感し、

登り坂がきつい私に夫が手を繋いでくれ、若かりし頃のように、

いつまでも手を繋いでいたいと思った時の川柳です。

ブルーバード

032 健幸は　心に太陽　顔に笑み
健幸を保つためには心に太陽の様な温かな気持ちと顔には笑みを

浮かべる様に心がける。
働き蜂ちえちゃん

033 幸あるは　健康・笑顔　二刀流

これまで多くの人と接触がありましたが、幸せになるには心も体

も健康であることを心掛け、常に笑顔を絶やさない、自然体の二

刀流ができることが必要だなぁと思う今日この頃です。

吉　哉郎

034 長生きは足から来るぞスクワット 時間を見つけて、一日数回頑張りましょう。自分のために。 大和のおたまじゃくし

035 健康の　知識広めて　意識させ さごじょう

036 アンバサダー　旬な健幸　教えあい 健幸情報も旬が大切！ 山宗雲水

037 健康な家族の笑い福が来る 健康に笑っていれば、色々な福がやって来ます。 はぐれ雲

038 取るサプリ　忘れぬように　メモを取る あれもこれも飲まなきゃいけなくなると覚えるのも大変です。 エミテン

039 健幸に　たどり着くまで　長かった
健幸という言葉を知って、理解するまでの紆余曲折が懐かしいで

す。
あゆ

040 正速美いえこれからは健幸美
正速美ももちろん大切ですが、人生１００年時代何と言っても健

幸美が最重要です。
城門塵

041 健幸の　口コミそれが　愛言葉

健康情報はとても大事なことです。それも口コミならなおさら信

用もできます。お互いの愛の言葉といっても決して過言ではない

でしょう。

あべっち

042 健幸に　健活してる　健幸者 健活している人にさらに健活を長続きして欲しいので、 マジか　受験

043 健康は　言われてハッと　気づくもの

自覚症状の無いうちは健康についてあれこれ悩むことはないけれ

ど、人様それも親しい友人などからアドバイスされるとスーッと

心に刺さります。

山茶花

044 健康は 人に言われて 進歩する

自分自身のことだと「ま、いいか」となるところ、人様から言わ

れると「なるほど」と膝を打つことが多い。口コミの威力であ

る。

黒潮

045 健康は　知恵とやる気と　長続き   
健康づくりは、知恵（口コミ）とやる気（自助の精神）と長続き

（継続は力）が大事です。
ちちろ虫

046 健幸な社会をつくる笑顔の輪

健康で幸せだと自然と笑顔になります。その輪を広げ健幸な社会

をつくっていくのが健幸アンバサダーかなと。そんな私のイメー

ジを詠んでみました。

KAMIKO

047 健幸で　知識をギュッと　備蓄する ガイア

048 健康が命と知った友の通夜 仲良しの友の逝去で健康を誓いました！ やまちゃん

049 幸せを　健幸で繋ぐ　笑顔の輪 健康の中に笑顔があり笑顔が健康を作る。 あら松

050 アンバサダー　見習い健幸　自己管理
アンバサダーに頼るだけでなく、健康（幸）に対するその姿勢を

見習い自己管理をすることが大切だと思いました。
山吹みどり

051 高止まる    幸せ健康    コロナ明け
早くコロナが明けてみんなが健康で幸せになれるといいなぁと

思っています。
もふもふ

052 健康が　しあわせ運ぶ　きっかけに むこう

053 長寿国　いいねをもらう　アンバサダー 周りの人に伝える事で健康長寿につながっていく 逆ペリカン

054 WEB朝礼　「健幸」とはを　力説す
WEB朝礼で、健幸について話、この話題が家族へ、友達へいろ

いろな社員の仲間に広がっていけば良いなと思います。
茶の花

055 椅子見れば　ロコモーションが　癖になり 歳と共に、筋肉量がとても気になってきました。 大和の雨蛙

056 児童から　元気をもらう　感謝状
健康の大切さを伝えた小学校。児童からの感謝状で自分も健康で

元気になった気がしました。
ルーキー

057 広めよう　健康・笑顔の　幸齢社会
コロナ禍で広めると言えばウイルスですが、そうではなくて健康

と笑顔を広め、幸せな社会を作りたいと思い書きました。
やすよ



作品No 作品 エピソード ペンネーム

058 健幸の価値をみんなに伝えたい ヘムヘム

059 趣味は何？ 動く、動く、 動く、元気だね～
95歳の隣のおばあちゃんが 、よく動いて 羨ましいぐらい元気で

す。
りょう

060 健幸と　スマイル運ぶ　伝道師
健幸アンバサダーは健康と幸せと笑顔を届ける伝道師だと思いま

す。
やじろべー

061 働いて　友出来金でき　家族出来

甘えん坊の次男が、就職で一人上京した。やはりひどい孤独感と

ストレスに悩まされたよう。とても心配でしてたが、幸い時間が

解決してくれることを知りました。

マリーちゃん

062 優しさに　いつも笑顔の　おまけつき
アンバサダーの心構えとして大切なことは何か考えた時、このこ

とを思いつきました。
おーさん

063 健幸へ　今日からぼくも　スイッチＯＮ 今この瞬間から、健幸目指して人生の舵をとります。 しなやかーる

064 健康へ　幸せの種まく　伝道師 かた　こるよ

065 健康で　幸せな人　増やします たぬき親父

066 健幸へ　延びる寿命と　減る薬 今　ゆうよ

067 健康で　健幸ライフを　リレーする　 かた　こりこ

068 全集中！　健幸人生　ホームラン
健幸人生をおくれるように努力を続けていれば、ホームランを

打ったような人生にできる。
豆助

069 確かめよ　インフルエンザじゃ　無くサーだ

コロナ禍がやっと一段落したと思えば、今度はインフルエンザの

季節です。アンバサダーはインフルエンザのワクチン接種も勧め

ます。その名も、「インフルエンサー」。

蛙屋　柳斎

070 まず量る　恥ずかしさより　意識づけ

自分自身の体を鏡で見てもなかなか変化に気がつきません。自分

の体を直視し体重を量ることは恥ずかしいが、まずは量ること、

意識づけること、現実を知ることが大事であると思います。

おけい

071 けんこん１点滴けんこう素敵 けんこう100点 人生系譜

072 苦痛から　教わり学ぶ　不健康
不健康の何たるかを理解することで、健康への道のりが見えるこ

とを表現。
さかきんぐ

073 大切な人に健幸伝えよう アンバサダーの役目である「伝える」を織り込みました。 雨あめ

074 持ち寄った　健康談議が　健幸へ

仲良しのグループＬＩＮＥでの会話に、健康の為にこんなことし

てると話したことから、みんなそれぞれの健康法などが出てきま

した。

佐千子

075 健幸の　インフルエンサー　アンバサダー 健康の感染源も拡散もアンバサダーです。 中年やまめ

076 健やかに　願いを込めて　笑顔咲く
心も体も健やかに過ごせるよう、笑顔の花を咲かせたい思いを表

現しました。
よっちゃん

077 ネーミング　いいネ！健幸　アンバサダー
「健幸」の文字にとにかく感心し、素直な感動を詠んでみまし

た。
おーちゃん

078 健幸に活きる笑顔の健やかさ
健幸がもたらす笑顔こそ正に健やかさを与えてくれると思いま

す。
尊の君

079 伝えよう元気と楽しい情報を
「年齢を重ねても負けない元気で楽しい人生を」と、少しでも多

くの人に繋げていきたいですね。
北と京のだんご

080 リモートに　笑顔が映り　心が届く レディ馬場

081 ディスタンス　せずに寄り添う　アンバサダー アントニオ馬場

082 つながって　広がる健幸　笑顔咲く ぷーちゃん

083 健幸を　繋いで笑顔の　福反応
健幸の情報を繋いでいくことによって、歳をとってもみんなが笑

顔でいれるといいなと思いました。
けんちゃん

084 健長で夫婦仲良く助け合い
健長（健康で長生き）ていてこそ、他人を思いやる事が出来る。

みんなが健幸になるためにも頑張りましょう
私はだーれ

085 学びから　健幸の輪を　分かち合う
学ぶ機会を広めることで、みんなが健幸になり、その情報を大き

な輪として共有することが大切だと思います。
かばくんのかば

086 健康の　宅配をする　アンバサダー 未央柳

087 健幸は言い得て妙と誤字にせず 澄海

088 健康は　幸がついてこそ　本物に 幸がない健康は寂しいものです。 角　奈緒也

089 シルバーも　やる気次第で　ゴールドに
シルバー世代も今後のやる気次第で、人生においてゴールド「金

メダル」を取ることができる意味を込めて作成しました。
減点パパ

090 健幸は人に任せず自身の手 健康はひとの手を借りず自分自身ですることです。 とし

091 寄り道のつもりがシルバー生きがいに アンバサダーのやりがい、見直しました。 夢見庵



作品No 作品 エピソード ペンネーム

092 エンサーよ インフルエンザ と違うよ

健幸アンバサダーの役割を川柳にしました。健幸アンバサダーは

健康情報の伝道師、インフルエンサーです。インフルエンザでは

ありません。人々が健康について興味関心を持ち、健康の為の行

動に踏み出すきっかけをくれる健幸アンバサダーは凄く素晴らし

い活動です。

しゃんしゃん

093 その笑顔  健幸家族の  宝石や 家族の幸せは光り輝くものを詠みました。 小林一番茶

094 健やかなしあわせ届けエール便 健やかな幸せを願って、ありったけのエールを贈り合いたい。 ふーみん

095 シルバーに  介護要らずと  励むリハ

シルバーの自分は、まだ介護を受けていないが、知り合いが介護

を受けるのを見て、リハビリをしないと、明日は我が身とリハビ

リに励みだした。

鈍感人

096 健幸の　声で無関心を　関心に
健幸アンバサダーの声により無関心な人も関心を持てるようにな

ればと思いこの作品にしました。
パピヨン

097 スタッフの意気込み笑顔に今日も行く
この年でジムに通っています。励まされ、笑顔に惹かれ通ってま

す。
テツママ

098 今日もまた元気配達笑顔添え
元気配達人が身近にもいるはずです。そんな人の生き方に学んで

います。自分もそんな人になれるように精進してます。
愚村

099 「ありがとう」　お世話するほう　されるほう どっちも感謝の気持ちを忘れないで欲しいと思いました。 ブラックキャット

100 健幸と　笑顔はいつでも　密がいい これだけはいつでも密OKよ。 まろりん

101 健幸は　ひとりひとりの　意識から
こればっかりは、ひとりひとりが自覚しないといけないと思いま

した。
島根のぽん太

102 おはよう！と　交わす笑顔の　マスク越し
コロナはまだまだ油断ができません、アンバサダーもコロナ対策

をしっかりして、皆さんに元気な笑顔の健幸をお届けします。
ろんちゃん

103 健幸に染まろう今日のいい出会い
アンバサダーと触れてお互いに健幸について染まる今日のいい出

会いを大切にしよう。と詠みました。
やーくん

104 アンバサダー　作る「輪」と「和」で　健幸に
アンバサダーが作る「輪」と「和」によって、どんどん健幸が広

がれば良い。
だんべいぱぱ

105 元気出る笑顔あいさつ人と街
自分が住んでいる街。行きかう人が笑顔であいさつが増えれば人

も街も元気になる。
カワサン

106 健幸で　コロナを飛ばす　アンバサダー アンバサダーは今の現状を良いように変える役目があります。 ピノ

107 定年し　次は健幸　アンバサダー
定年後の仕事（使命）を考えたら、一番の宝物「健康」を啓蒙す

ることだと思いました。
沙緒翁

108 健幸で 明るくなった 顔と未来(あす) 健幸情報で不安が消えて、顔も未来も明るくなります。 絵のイルカ

109 旬野菜　育て健幸　貯金する

５０歳過ぎから貸し農園で野菜作りに励んでいます。自作野菜を

一品以上毎食食すこと、自宅から菜園まで毎朝歩くこと、更に畑

仕事を終えてから一万歩以上のウオーキングをすること。野菜作

りを機に小生の健幸貯金の毎日です。

八尾のひらりん

110 知識増し　言動磨く　アンバサダー

健幸アンバサダーの皆様は、日々常に正しい知識を習得し、しっ

かり・わかりやすく・丁寧に伝えるために言動を磨いて、自己の

向上に励んでいらっしゃいます。このご努力を讃え、敬意を表し

たいと思いました。

海神　瑠珂

（わだつみ　るか）

111 幸せは　正しい道に　やってくる
健康に関する正しい知識をもってはじめて、怪我や病気をせずに

幸せになれることを表している。
りんすけ

112 種をまき　花を咲かせる　健幸ライフ
健幸アンバサダーが地域で活躍している姿を思い浮かべて作りま

した。
村上の大将

113 健幸へ　意識を変える　暮らし変える てぬき親父

114 健幸を届けてくれる人がいる アンバサダーが近くにいると言うことは、とても幸運な事です。 アカエタカ

115 健康の 幸せを売る 伝道師
健康であることは幸せなんですよと伝える（＝売ると表現）重要

な伝道師
牛美

116 健幸で　ひ弱な私と　ディスタンス

「アンバサダーと共に健幸活動をすることで、身体も心もひ弱

だった私(自分)と距離を置くことができる」ということことを詠

みました。

うしまる

117 アンバサダーまだの未病を無病にし
アンバサダーの活動で、病気なりかけの「未病」を健康である

「無病」にできると思います。
木立慈雨

118 健康と　幸の二刀が　わたし流 だいちゃんＺ！



作品No 作品 エピソード ペンネーム

119 健康と　幸せつなぐ　地域の輪 アンバサダーの果たす役割、そして重要性を詠みました！ ほり・たく

120 健康を　近所で共助　これ近助
健康な生活に近所力は欠かせない。これからも健康づくりの輪を

近所に広げていきたい。
三郎

121 健康に幸せ背負って孫が来る 孫の顔を見るだけで元気が貰えます フーマー

122 家族みな地域職場の健幸大使
家族一人一人が、自分が関わる地域・職場・学校・サークルなど

で健康であることの幸せを伝え、共に実践していきたい。
みつこちゃん

123 コロナ禍で知った健幸その重み

コロナ禍の世の中で人々がいちばん気遣ったことは健康。健康で

あることの幸せをあまり意識しなかった今までだが、今、そのあ

りがたさを噛みしめ、健幸の輪を広げたい。

怪盗メロンパン

124 自分から迷路にはまる万歩計 雲がくれ

125 通信で　カラダも地域も　活性化
健幸の伝道によって、人と人の輪が広がり、地域の活動が活発に

なる。正しい情報を広く伝えること(通信)の大切さを詠んだ。
明日の風

126 少しだけ休む仕事は好きだけど 十音

127 「げきしてる？」　メール来るとき　母元気

コロナ禍で会えない中心配する母の健康。母も察してメールをく

れるが、やり取りの積み重ねで、「げきしてる？」の「ん」抜き

のメールがくるとき、すこぶる元気と分かってきた。調子がいい

から気持ち、身体がはやるということなのでしょうか。

まびまび

128 健幸で　口福だから　笑ってる 相手もこちらも、笑えることが一番いい えみこ

129 健康は幸せへの道続いてる ケンちゃん

130 健やかな 幸をあなたに とどけ隊　 身近で大切な人に健幸の思いをとどけたいと思います。 春爺


