
賞 部門 学校名 学年 氏名 作品

小学生
低学年の部

平戸小学校 2年 藤田
フジタ

　裕成 やさしさは　みんながもってる　たからもの

小学生
中学年の部

田平北小学校 3年 千代延　春花 「どうしたの？」あなたを思い　かける声

小学生
高学年の部

生月小学校 5年 吉永　喜重 助け合い　はじめの一歩　私から

中学生の部 平戸中学校 3年 銀吉屋　圭 ふるさとに　感謝をこめて　ボランティア

小学生
低学年の部

田平北小学校 2年 堺　陽貴 ちいさな手　つなげばあたたか　大きなわ

小学生
中学年の部

田平南小学校 4年 安村　みつき やさしさで　みんなの心が　ぽっかぽか

小学生
高学年の部

平戸小学校 5年 船井　柊星 がんばろう　一日一回　ボランティア

中学生の部 平戸中学校 3年 平川　愛華 差しのべる　あなたのその手は　希望の手

平戸小学校 1年 石田　愛絢 だれだって　かならずあるよ　できること

生月小学校 1年 中野　智也 やさしさは　すこしの気づかい　人のため

大島小学校 1年 松山　凛香 みちばたの花もよろこぶ　ごみひろい

中野小学校 3年 山野　詩衣奈 ちょっとした　心の気づかい　うれしいな

紐差小学校 4年 松山　陽輝 ゴミ発見　拾って帰ろう　通学路

生月小学校 4年 福海　徳子 思いやり　ほう石よりも　かがやくよ

生月小学校 5年 山下　蒼大 優しさで　心をつつむ　ボランティア

平戸小学校 6年 川渕　友愛 人のため　私のための　ボランティア

田平東小学校 6年 西村　友里 ちょっとでも　やってみようと　いう気持ち

南部中学校 2年 小楠　遼河 ボランティア　小さな行い　大きな喜び

中野中学校 3年 松本　尚之 さしのべた　手の中広がる　あたたたかさ

田平中学校 3年 濱道　巧 そっと手を　人を支える　その勇気
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賞 部門 学校名 学年 氏名 作品

田平東小学校 1年 島本　英雄 ひろげよう　やさしい気もち　あかるいえがお

平戸小学校 2年 長峯　彩華 にっこりと　わらうだけでも　いいんだよ

紐差小学校 2年 山口　春帆 やさしさは　すべてがかわる　おまじない

山田小学校 2年 橋口　未和 心から　やさしい思い　つたえたい

田平北小学校 2年 中村　夏菜 心には　せかいをかえる　みらいがある

平戸小学校 3年 木寺　琴梨 ゴミひろい　きれいな町と　きれいな心

紐差小学校 3年 坂尾　力毅 ありがとう　ぼくにもできたよ　ボランティア

生月小学校 3年 森永　翠乃 ぼくのゴミ　もって帰るのも　ボランティア

度島小学校 4年 赤木　聡太 自分から　ぼくらの地いき　ボランティア

田平北小学校 4年 濵道　伊咲 こまってる？　勇気を出して　声かけよう

田平北小学校 5年 稲澤　春名 探そうよ　自分でできる　ボランティア

田平北小学校 5年 小池　良磨 ボランティア　笑顔が行きかう　町づくり

中野小学校 6年 田中　彩桜 あいさつは　心をつなぐ　合い言葉

根獅子小学校 6年 出口　寿希 ボランティア　みんなを支える　絆の輪

生月小学校 6年 竹田　怜央 おはようは　心にあかりを　ともすんだ

南部中学校 1年 大村　真太郎 拾うより　捨てるのやめる　思いやり

平戸中学校 2年 中島　健吾 良き活動　ふと見渡せば　良き仲間

大島中学校 2年 丸田　紘成 手を出して　なやむ人々　助けよう

南部中学校 3年 平松　朋之 ボランティア　しつつされつつ　支え合う

田平中学校 3年 仲田　風花 自分から　手を差し出せる　人になる

奨励賞

小学生
低学年の部

小学生
中学年の部

小学生
高学年の部

中学生の部



賞 部門 学校名 学年 氏名 作品

堤小学校 1年 浜本　鉄舟 おもいやり　あなたにもひとつ　あすそわけ

志々伎小学校 1年 山口　隆之祐 ごみひろい　いい気持ちだったよ　うれしいな

田助小学校 2年 山西　輝希 ゆう気だし　できるやさしさ　つたえよう

中野小学校 2年 松本　希 思いやり　みんなの心　つつみこむ

根獅子小学校 2年 小山田　民陽　 やさしさで　みんなの心が　あったまる

根獅子小学校 2年 森﨑　幸聖 やさしさで　心の花が　さいたんだ

紐差小学校 2年 大石　咲良 「たすけたい」　おもうぼくらが　しゅやくです

堤小学校 2年 浜本　帆斗 たすけたい　手をさしのべよう　まず一歩

堤小学校 2年 平松　杏那 おばあちゃん　おもいにもつは　まかせてね

生月小学校 2年 神田　杏樹 やさしさで　みんなの心が　かがやくよ

賞 部門 学校名 学年 氏名 作品

紐差小学校 3年 増田　あい やさしさで　えがおいっぱいの　町にしよう

生月小学校 3年 秀島　璃子 大好きだ　ボランティアが　大好きだ

平戸小学校 4年 小林　真歌 思いやり　出きる事から　始めよう

平戸小学校 4年 村井　絢 みんなでね　助け合えば　がんばれる

田助小学校 4年 三徳屋　晴香 そのえがお　みんなの心　あたたまる

野子小学校 4年 柴山　れゆ どうしたの　みんなで声かけ　助けよう

山田小学校 4年 藤島　暖乃 優しさは　みんなの心を　あたためる

田平北小学校 4年 堺　華理菜 小さな手　つなげばあたたか　大きなわ

田平北小学校 4年 戎湯　藤聖 思いやり　「ぼくがします」と声かける

田平南小学校 4年 桝屋　良輔 助けあい　その優しさで　つながる輪

特選
小学生
中学年の部

特選
小学生
低学年の部



賞 部門 学校名 学年 氏名 作品

平戸小学校 5 宮田　心葉 「ありがとう」その一言で　笑顔咲く

紐差小学校 5 村田　蓮 助けあい　みんなでできる　きずなの輪

紐差小学校 5 鴨川　きらり ありがとう　かわす笑顔を　バトンパス

野子小学校 5 北吉　綾乃 声かけて　心のまどを　開こうよ

生月小学校 5 田渕　大夢 やる人も　してもらう人も　温かい

田平南小学校 5 古里　大和 笑顔へと　一人一人の　思いやり

平戸小学校 6 杉山　美紅 優しさは　思いやりある　街になる

田助小学校 6 濵田　康生 一人じゃない　支え合って　人ができる

度島小学校 6 古川　健也 ゴミ拾い　心がければ　町きれい

生月小学校 6 近藤　智貴 あいさつで　みんなの心　あたたまる

賞 部門 学校名 学年 氏名 作品

平戸中学校 1 山内　宝佑 困ってる　勇気を出して「しましょうか？」

田平中学校 1 古里　朝飛 幸せが　あふれんばかりの　この笑顔

田平中学校 1 竹本　想 ありがとう　その一言に　また感謝

度島中学校 2 赤木　梨緒 その笑顔　私の思いが届いた　証

度島中学校 2 川村　緋伽瑠 あいさつは　笑顔わけあう　ボランティア

田平中学校 2 今村　翔吾 手伝うよ　小さな行動　大きな心

平戸中学校 3 小野　太陽 さしのべた　心の優しさ　永遠に

度島中学校 3 冨島　安香音 「はい、どうぞ。」一日一回　相手のために

生月中学校 3 長嶺　留奈 ボランティア　心をつなぎ　笑顔さく

大島中学校 3 田島　良美 助け合い　心のふれ愛　広げたい

特選
小学生

高学年の部

特選 中学生の部


