
作品No 作品 エピソード ペンネーム

1 健幸に　繋いでいくよ　明日への希望

自分が健康でいる事が子供や孫、家族の幸

せにも繋がり、これから訪れるだろう楽し

い日々を笑って過ごせる様に願いました。

ひろ

2 コツコツと　重ねた健幸　実を結び
日々の小さな積み重ねが健幸へと導くと思

います
もくきょねこ

3 健幸に　貢献してる　好青年 たまのいわし

4 健幸で　つなぐ地域の　笑顔の輪
アンバサダーを介して、地域の健康、そし

て笑顔が広がってゆく様子を詠みました！
ほり・たく

5 健幸な　　笑顔で地域の　輪を広げ
健幸から溢れる笑顔を自分の地域以外にも

広げたいです。
やんちゃん

6 健康は　幸福のもと　いい笑顔
健康で何にでもチャレンジできるありがた

さをイメージしました。
春爺

7 健やかな　幸を届ける　伝道師
大切な人へ健康を伝える事は、幸せを届け

る事に繋がると思います。
アカエタカ

8 アンバサダー　とどける健幸　広がる輪

健幸をとどけるアンバサダーによって、健

幸の輪が広がればいいな、という願いを表

現しました。

ナンサン

9 アドバイス　受けてやりたい　ことをやる

健康に向けてアンバサダーのアドバイスに

従いながら幸せになるためにやりたいこと

をやろうということです。

木立慈雨

10 アプリにアップ血圧アップ叫ぶ コロナ戦争インフレにアップアップ 忘れな荘

11 百歳へ　健幸指南の　アンバサダー
百歳を目指す時代、健幸の大切さと実践を

指南してくれるアンバサダー
牛美

12 健康と　幸を纏って　百歳へ
健康と幸せな心を全身に纏って、百歳への

道をしっかりと歩み続けます。
家具屋姫

13 健幸で　持続可能な　いい暮らし
健康で幸せが実感できる日々。いい暮らし

が持続できそうですね。
ミツコちゃん

14 草の根で　広がる広げる　健幸の輪　

上からではなく、自分達から率先して健幸

に気を付けようと、沸き上がる意見はみん

なに浸透して、その輪がどんどん広がって

行きます。

ろんちゃん

15 傘寿越え　孫の成長　見届ける
やはり孫の事が気になります。願わくば孫

と一緒に一献傾けたいですね。
浜千鳥

16 定年後　学び直しが　ボケ防止

定年後、通信制大学で学び直しをすること

が、ボケ防止につながることを詠みまし

た。

ウラッキー

17 健幸の　極意は笑顔　自然体 笑顔と自然体に勝る薬はない。 だんべいぱぱ

18 習慣化　若い気持ちが　健幸へ

運動や健康的な食事等継続することが大切

です。また若いという気持ちがその人をイ

キイキ若返らせると思います。気持ち次第

で健康、幸福になれると考えます。

哲ラブ



作品No 作品 エピソード ペンネーム

19 健幸は　思いを紡ぎ　人の手へ
健康は口コミで人から人へと紡いでいくこ

とで、人の心に届くと思いを詠んだもの。
南のサッチー

20 痩せました　歩いて稼いだ　健幸ポイント

お陰さまで15キロ痩せました。 

歩くことがウォーキングハイ状態となり、

アンバサダーもさせてもらってます。周り

への影響力を広めたいです。

けい

21 健幸を　家族みんなで　守り抜く
家族の幸せは健康あってこそ。 

その気持ちを詠みました。
ゆずきヶ島

22 健幸に　みんな仲良く　助け愛

健康で幸せに生きる為には、自分だけでは

無理。家族、友達、ご近所の人達と仲良く

助け合っていきたい。

私はだーれ

23 大切な　きみに健幸　おすそわけ

健幸のおすそわけを積み重ねることで、さ

らなる幸せが広がっていくと思います。 ふーみん

24 自業自得　時には煽る　アンバサダー

健康診断で結果が悪く、体質改善の指導を

受けた還暦の母に対して、これからの噴気

を促すために、これまでの運動不足を皮

肉った作品。 

アメとムチを使い分けて、大切な人の健幸

を願うアンバサダーの真剣身を伝える作品

家族想い

25 アンバサダー　健幸寿命　秘訣あり

健幸であることは長寿の時代に必要だと思

います。アンバサダーがその秘訣を伝えて

いく、という思いを込めました。

しろねこ

26 闘病で　沁みた健康の　幸福感

白血病で入院、闘病生活を余儀なくされ、

ひしひしと感じることは健康で生活できる

喜び、その幸福感だった。

オネストジョン

27 じいじいの　健康はばあばの笑顔 ばあば能天気 桐山榮壽

28 今日もまた　会えると思うと　足弾む

毎朝歩いていますと、決まった人に同じ場

所で会うことが多い。今日も会えるかな

を、知らない人に胸わくわくしながら歩い

ている自分がいる。今では、歩くのが生き

がいになってる。これぞ私の健康法です。

よつは

29 幸せの　呼び水になる　アンバサダー

健幸アンバサダーとなって地域や周囲へ幸

せの呼び水になることが、地域や周囲にお

礼をすることに繋がりなおかつ、私の生き

がいでもあり続けます。

やーくん

30 寄らんかや　　顔見てわいわい　ダべリング　　

「寄らんかや」はだれでもオッケー。用は

なくても集まることに意味がある。顔を見

ながらみんな笑顔でワイワイガヤガヤ。

おーさん

31 健幸に　いいこと言葉で　おすそわけ だいちゃんＺ！

32 トランクに　健幸しのばせ　旅に出る ピノコ



作品No 作品 エピソード ペンネーム

33 健幸へ　グルメ旅より　ハイキング　
健康に気遣う年齢になりました。旅行でも

無理せず健康第一と考えます
ごん太

34 アンバサダー　健康づくりで　輪を広げ ぷーちゃん

35 元気さん　歩いて笑って　ルーンルン

年齢を重ね健康の大切さをしみじみ感じて

います。 

趣味を楽しみ楽しみ元気に過ごしたいと

思っています。

ひでおさん

36 積み立てる　健康歩数　弾む えみ

健康であることの喜び、 日々の努力の大切

さ、 年老いてもなお元気でいたい気持ちで

す?

みかん

37 突き離さず　心に寄り添い　話す人 アントニオ馬場

38 聞かぬなら　聞くまで待つ人　アンバサダー レディ馬場

39 健康な　幸せ人を　増やす人 てぬき親父

40 健康で　ちむどんどんの　気にさせます　 かた　こりこ

41 ウオーキング　朝飯前の一仕事 ショクドー

42 アンバサダー　言って聞かせて　福反応　
アンバサダーの使命である健康を伝導する

ことで回りにパッと福反応!
今　ゆうよ

43 助言有り　心も軽く　ちむどんどん
アンバサダーの助言も有って心も軽くなり

ちむどんどん！
たぬき親父

44 アンバサダー　尊敬できる　ビッグボス
アンバサダーは私の健康に関して尊敬でき

るビッグボスです
かた　こるよ

45 アンバサダー　まちの元気を　つれてくる
一人一人の健幸が地域のの活性化につな

がっていきます。
ぴーす

46 頑張らず　でも諦めで　開く道 とし

47 健やかと　幸せ願い　万々歳　　

健康で健幸なことが何よりも大切、そんな

思いをたくさんの人に伝えたくて、この川

柳を考えました。

いったん

48 歩こうよ　元気の素です　孫の声

毎日夕方になると、小4の女の子の孫が散

歩に誘ってくれます。それが今の私の生き

がいです。

雪ボタル

49 幸せは　サステナブルな　健康寿命
長生きも健康あってこそ幸せなんだと思い

ます。
蒼介

50 健幸を　点から輪へと　広げ合う

一人ひとりの健幸の喜びを多くの人と共有

し、健康づくりの輪を広げるアンバサダー

の役割はとても大切です。

かばくんのかば

51 アンバサダー　健幸配る　サンタさん

アンバサダーの役割や使命である、身近な

人に健幸情報を伝える様子を、サンタさん

のような優しく温かい気持ちに重ね合わせ

ました。

風ヒカル

52 シルバーの　仕事が好きな　シルバーです

シルバーの派遣で仕事していますが、色々

な人と出会い、外を長時間 

歩いたりするので、健康にもよいという気

持ちを読みました。

ミロ好き



作品No 作品 エピソード ペンネーム

53 アドバイス　聞いて実践　嬉しい返事

健康のアドバイスをただ聞くだけの方もい

らっしゃいますが、聞いて実践されている

と相手の方の力になれたと嬉しく思いま

す。

町子

54 アンバサダー　オーラが出てる　使命感

健やかに毎日を過ごせる様に支援してい

らっしゃるアンバサダーは使命感が溢れ

オーラで輝いています！

ひでやん

55 役に立つ　健幸見守り　ゴミ拾い
見守り活動、ゴミ拾いをして役に立つこと

で健幸が保たれる。
豆助

56 愛犬と　パパとママとの　散歩道

愛おしい愛犬と夫婦でよく散歩します。犬

がいなかったら夫と二人で散歩なんて笑。 

歩きながら色々話して健康に。充実した

日々です。

ころっけ

57 健幸が　辞書に載る日よ　早く来い

健幸の言葉をはじめて知りました。まだ知

らない人が多いと思います。日本中に広ま

ると、いいと思います。健幸大賛成です。

まっさん

58 バランスを　保つ晩年　あとずさり 雲がくれ

59 健幸の　地図を広げる　アンバサダー
アンバサダーによって健幸の情報がどんど

ん広がっていく
彗星

60 健康は　量八分目　味薄目
最近の我が家の食事です。私73歳、妻68歳

です。
はぐれ雲

61 元気です　恋患いも　してません
病気らしい病気もなく、せめても恋患いは

してみたいと思います。
カラスの行水

62 届けよう　知識でつなぐ　笑顔の輪

アンバサダーが正しい知識をつないでいく

ことで、みんな健康で笑顔が溢れる生活に

なりますようにと言う思いを込めました。

ろくぶて

63 健幸で　笑顔も元気も　サスティナブル　
「健幸」の大切さ、持続することの大切さ

を詠みました。
しなやかーる

64 健康と　幸を分け合い　増す笑顔

友人や家族、地域の人たちと健幸意識を共

有し行動することで自然と笑顔が増えると

思いました。

白井ゆり

65 九十の　きらめく日々に　追いつけぬ ミモリ

66 健幸を　運ぶ幸せ　かみしめる どらまにあ

67 旬のもの　食に取入れ　腸元気

四季のある国で生まれ育った人間には四季

の産物を食して生きてきた長い歴史が刻ま

れています。当然旬のものを食すれば腸活

も盛んで元気な体を作るはずです。

いわきのみっちゃん

68 健幸は　いらんかねえと　売り歩き 澄海

69 生涯を　青春時代に　する多趣味
夢中になれる趣味が、いつまでも人生を豊

かにしてくれ生涯青春を実現してくれる。
夏舟

70 情熱おごらね姿勢ありがたや 利他の精神に感銘を受けました。 ノブさん



作品No 作品 エピソード ペンネーム

71 健幸は　妻と語らう　夕餉時
健康で幸せ感ずるときは一日の終わり、妻

と話をしながら夕食を取る時です。
次男坊

72 青い地球　そのまま未来へ　リレーする
地球の健幸は私たちの健康にとって大切な

事です。
あら松

73 口コミが　健幸広める　方程式 口コミで日本全国に建幸を。 山宗雲水

74 遮二無二の　筋トレよりも　的絞り

無理な筋トレは、体に害を及ぼすと聞きま

した。正しい知識と方法のアドバイスを受

け、健康造りに励みましょう。

宵の明星

75 口コミに　想いを寄せる　伝道師
健幸の口コミに想いを寄せている人たち

は、真の意味での伝道師ですね。
あべっち

76 健幸を　教えてくれて　ありがとう
「健幸」を伝える重要性を表しました。 

沙緒翁

77 声掛けて　健康寿命は　地域から

健幸情報を伝えるのはもちろん、人と人と

のつながりや、健康状態の把握により、地

域全体として健幸を考えていけるのではな

いかと考えました

ゴーヤベイベー

78 健幸を　送る貴方と　暮らすなり 時間餅

79 健幸の　種まく街に　花が実が

健幸アンバサダーって、しあわせの種を我

が街に蒔いてくれるインフルエンサーなん

ですね。

カジ

80 健康を　知って知らせて　みな健幸

健康な身体作りが幸福に結びつくことを知

り、それを周りに知らせることが健幸の輪

を広げる大切なことだと感じています。

まこもじゃる

81 友達に　サロンに誘われ　元気もらう

私は地区のサロンの代表をやっています。

参加した人が友達に誘われて参加したが楽

しくて元気になった。

そう言ってもらい、私も元気をもらいまし

た。

Koutyan

82 健幸で　ととのう人生　100年時代

人生100年時代です。一人一人が生き生き

と暮らすためにも、健幸が大事だと思いま

した。

やすよ

83 健幸の　 種まき育つ　元気な子
全ての人が健康の種を撒き幸せに育ってい

くことを願い書きました
三河の空

84 不要不急じゃない健幸情報は 瑠珂（るか）

85 あさかゆい　バストは触れ　てあいぶさき
乳がんの自覚症状へのセルフチェックでの

触診の必要性を読みました。
ピンクリボンの医師

86 健幸で　笑顔つながる　三世代 もふもふ

87 子から知り　今では俺が　アンバサダー

健幸アンバサダーのことを子どもから知

り、いつしか自分がアンバサダーとなって

いたという情景を詠みました。

ルーキー

88 目標は　年を取っても　健やかに
健康が何より大事だということを、年を重

ねるほど一層思います。
すみれ

89 健康は　家族みんなの　宝物 健康は家族みんなの願いです！ やまちゃん



作品No 作品 エピソード ペンネーム

90 百歳に　聞く健康の　ありがたさ
健康で幸せと百歳から直接聞く言葉が胸に

しみる
ピコタン

91 健幸へ　そっと背を押す　アンバサダー
アンバサダーはすぐそばでいつも見守って

くれている健幸の応援団です。
老人生（ろうにんせい）

92 健康に　なるためお茶を　もう一杯

お茶(緑茶等)は健康に良いからって、飲み

すぎたらカフェインの過剰摂取になるので

気を付けて

茶葉

93 健幸の　生きたモデルは　卒寿母
健康で周りに笑いを振りまく母は、卒寿も

過ぎて正に健幸の生きたモデルです。
吉　哉郎

94 健幸を　願いひと言　ひと工夫

多少うるさがられても相手の健幸を思って

口にするひと言、そして普段の生活に少し

健康的な何かを工夫して足していくことを

心掛けています。

ベンジャミン

95 みなさんの　健幸ライフ　お助けマン
健幸アンバサダー役割である健幸な生活サ

ポートを幅広くPRする。
横ちゃん

96 井戸端で　健幸もらう　地域の輪
井戸端会議で健幸のヒントをもらうことも

多々あります
けろね

97 アンバサダー　アフターコロナの　夢つなぐ
アンバサダーのおかげでコロナ後の夢が湧

きました
ささゆり

98 信用が　信頼を生む　アンバサダー
アンバサダーの皆さんの信用が信頼になり

助言を受け入れ易くなりますね。
よかにせ

99 寝ガティブも　やる気次第で　歩ジティブに　　

年を取ると、何かと寝ガティブな気持ちに

なりがちですが、本人のやる気次第で歩ジ

ティブに変えることができることを表現し

ました。

減点パパ

100 この健幸　家族続ける　ウオーキング 家族の様子を詠いました またあ

101 健幸は　声掛けあいの　相互扶助

高齢化がすすみ独居世帯が増加している過

疎地での健幸な暮らしには、近隣の人達の

声掛けあいが不可欠だと実感しています。

元太のおばさん

102 健康が　素敵な老後　切り開く
健康であることが幸せな老後をもたらして

くれる。
つぶ焼きイモー

103 高齢の　心の平和　保ちます

独居老人の方は、話し相手も少なく「心」

＝精神の平和が必要と思います。聞き役、

話し相手だけでも役に立てます。

どっこいしょ

104 健幸を　生きる哲学に　示そうよ
健幸とは啓蒙でも説法でもなく、自ら考え

る哲学のようなものだと思いました。
わはは男爵

105 腹が出た　NOMOの投法　ニヤリ顔
野茂英雄の往年の投法で相手を打ち取る様

は実に今もニヤリとする演出がうまい。
ターくん

106 寝ガティブを 歩ジティブにする 支え合い（愛）

健幸アンバサダーの役割は、ひとつには健

幸いざなう「情報伝達」ですが、ネガティ

ブな気持ちをポジティブに動かす「こころ

配り（支え愛）」といった視点が大切であ

ると思います。

まつかぜ



作品No 作品 エピソード ペンネーム

107 健幸を　みんなで分ける　「元気ですかー」

先ごろ亡くなった猪木さんの元気ですかー

を聞いて元気な気持ちをもらった人も多い

と思います。

佐千子

108 生きがいを　引き出す　健幸プロジェクト

健幸プロジェクトという文言を最近、新聞

で見て興味・関心を持ちました。これを軌

道に乗せ、アンバサダーを生かすことで、

世の中がよくなると感じます。

ちゃめっけ魔人

109 地域から　創る健幸　仲間の輪
健幸って、いい響きだと思います。地域情

報を待ってます。
フーマー

110 子の健康　 願う親こそ　アンバサダー

その家庭家庭に伝わる健康に良いことや、

子供が初めて教わるのは親かなと思い読ん

でみました。

こうちゃん

111 健幸へ　あなたを誘う　アンバサダー

「健幸」づくりの活動に、国民が関与する

大きな役割が健幸アドバイザーにはある、

ということを読んでみました。

兼好

112 伝えたい　健幸のこと　ていねいに

丁寧に健幸のことを伝えるアンバサダーの

ことを広く 

知っていいただくために

よっちゃん

113 健幸は　皆でシェアして　良い老後

今はシニア世代もSNSで情報を得る時代。

健幸情報はどんどんシェアをして皆で良い

老後を迎えたいです。

にじのいろ

114 いい出会い　始めた趣味が　生きがいに

定年退職した後　近隣の趣味グループに参

加して地域の歴史など調べる集いに参加す

ると、新しい関わりと楽しみが生まれてき

ました。

夢追い人

115 健康を 願う気持ちが 常備薬

常備薬は、いざ具合が悪くなった時に、大

変役立ち、常備しておくと非常に安心しま

す。それと同じで、日頃から健康に対する

知識を蓄えて自ら実践し、周りにも効果を

伝えていく事が健康への近道だと思ってい

ます。皆が日々、健康への関心を持ち、病

気知らずになる事を心から願います。

ノンタン

116 健幸で　口にするもの　皆旨い
食べるものが皆旨いのは健康だからこそ、

健康に感謝、感謝の幸せな日々です。
晴耕雨読

117 健幸を　広めて担って　楽しい輪　　　

健幸アンバサダーの大切な役割を表現しま

した ゆうゆう

118 百歳を　狙うあなたに　笑みが出る この頃人生百年と言われ出した。 ひねた猫

119 健幸の　種を育み　光る笑み 糖質無制限

120 #健幸を　日本全国　広めゆく

実際の活動は勿論のこと、SNSなどを活用

し多くの方に広めていただきたく考えまし

た。

白とり貝

121 健幸の　種まき笑顔　咲かす人 健幸という種から人々の笑顔が生まれる カイセポン



作品No 作品 エピソード ペンネーム

122 生かされる　うちは生きねば　酒五合

人間生きている間は精一杯生を全うしたい

ものである。私は80歳を過ぎた今でも健康

に留意しながら趣味三昧の生活を送ってい

る。人に迷惑をかけないことをモットーに

しながら、好きな酒を嗜む毎日は最高に倖

せである。

桃太郎

123 不安発　スマイルゆきの　発車ベル

誰でもかかえている健康に関する不安。そ

れを解消させて、安心のスマイルへ導く。

健幸アンバサダーに期待します。

健康コツ

124 健康を　シェアして持続　させましょう
健康づくりははSDGsの目標にも定められ

ています。
せちい

125 痩せなあかん　歩いただけで　肉離れ

仕事中、事務所内を普通に歩いていただけ

なのに、ふくらはぎが肉離れを起こしまし

た。スポーツしてたわけでもないのに日常

生活で肉離れしたことがショックでした。

痩せようと思いました。

社内の皆様、

その節はお世話になり

ありがとうございまし

た。

126 ネットより　プロに相談　わが身体 フクラギ

127 アンバサダー　学ぶ伝える　二刀流
自らの学びにもなるし、人に伝えてその人

をも健幸にすることができる。
のりのり

128 声かけで　心をつなぐ　アンバサダー

コロナ禍で周りの人との関係性も希薄に

なってしまっていますが、アンバサダー活

動を通して、離れがちな心を繋いでいけた

らという思いで詠みました。

健まちこ@ibusuki

129 健幸の　アンバサダーは　笑顔推し

健幸アンバサダーの推しは笑顔。 

笑いで免疫力をアップして健康長寿へとの

願いを込めて作品を考えました。

華杏

130 健幸で　元気な余生　過ごしたし 健幸情報を活用すれば可能かと。 素人

131 健幸を　密にみんなで　笑顔の輪
健幸でいてこそみんなとの笑顔がかわせる

と思うのです
悦

132 健幸で　百歳めざし　日々トライ
現在74歳で私の人生の目標を川柳にしまし

た
セイケン


