
 

 

 

 

 

 

 

 

 

君津市内の小学校、中学校から２，１３１点の応募がありました。 

特別賞４点、優秀賞６１点、佳作２１４点 

今回は、福祉の標語コンクール特別賞、優秀賞受賞作品を掲載いたします。 受賞者の皆様おめで

とうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

君津市長賞 

思いやる 小さな勇気が 大きな一歩    南子安小学校 ６学年 苅込理生 様 

 

君津市教育委員会教育長賞 

その手には 人を支える 力あり！     周西中学校  １学年 宮澤悠斗 様 

 

君津市社会福祉協議会会長賞 

バリアフリー 心のだん差も 取りはらおう。 周西の丘小学校 ４学年 井口空翔 様 

笑顔の輪 広げていこう 私から        小櫃小学校    ５学年 木村咲陽 様 



 

 

 

 

 

 

「だいじょうぶ？」 ゆうきをだして いってみる 八重原小学校 1学年 野村恵菜 様 

コロナかで みんなのやさしさ みいつけた 八重原小学校 2学年 川村千紗 様 

ぼくの手が あなたの笑顔の 種になる 八重原小学校 6学年 鶴岡将貴 様 

おかえりの えがおがうれしい おとなりさん 南子安小学校 3学年 尾形陽莉 様 

マスクでも やさしさとどく 気もちつたわる 周西小学校 3学年 中村杏月 様 

運転の 卒業すすめる 家族愛 周西小学校 6学年 松坂柚希 様 

じじばばに ながいきしてねと おてつだい 周西の丘小学校 1学年 鈴木結大 様 

ささえあい あたりまえの よのなかに 周西の丘小学校 1学年 千頭井佐和 様 

さしのべる 手からはじまる ふくしのわ 周西の丘小学校 2学年 石川愛美 様 

「だいじょうぶ？」 ぼくにもできる 思いやり 周西の丘小学校 2学年 山﨑蒼太 様 

たすけ合い いっしょにつくろう えがおの町を 周西の丘小学校 3学年 大塚栄侑 様 

助け合い 笑顔咲かせる 思いやり 周西の丘小学校 3学年 梅田武蔵 様 

あいさつは 心をつなぐ 合言葉 周西の丘小学校 4学年 遠藤泰基 様 

つなげよう 助け合いの輪 地いきの輪 周西の丘小学校 4学年 澤田嵐丸 様 

あいさつで 笑顔をつなぐ 地いきのわ 周西の丘小学校 4学年 川口明日 葉  

おもいやり 明るい未来の 第一歩 周西の丘小学校 4学年 湊胡々菜 様 

思いやり みんなで広げる 福祉の輪 周西の丘小学校 6学年 相川七輝 様 

たすけあい つながる手と手 えがおのわ 貞元小学校 2学年 日下部純平 様 

思いやり 未来をつくる あいことば 貞元小学校 4学年 笹本虹奏 様 

たすけあう やさしいきもちは たからもの 周南小学校 1学年 山田葵翔 様 

みとめあおう ちがいはこせい やさしいしゃかい 周南小学校 5学年 明石流弥 様 

さきどうぞ！ ゆずるひとこえ きもちいい 小糸小学校 1学年 古賀廉 様 

永遠に 笑顔が続く ふるさとへ 小糸小学校 5学年 國見有寿 様 

考えよう 自分ができる 思いやり 清和小学校 3学年 高梨蒼大 様 

大丈夫大丈夫 祖父の呪文は いつも利く 清和小学校 5学年 長谷川颯真 様 

マスクでも やさしいえがお うれしいな 小櫃小学校 1学年 黒岩さとみ 様 

そのだんさ くるまいすには エベレスト 上総小学校 1学年 榎本きら 様 

あ！おはよう まいあさあうね おじいちゃん。 上総小学校 2学年 小原光晴 様 

思いやり 同じ目線で 見る世界 上総小学校 5学年 小島開瑛 様 

車いす 目線あわせて 声かける 上総小学校 6学年 鈴木涼正 様 

ぼきん箱 助けられたり 助けたり 外箕輪小学校 4学年 半田啓 様 

  

  

 



 

 

 

 

 

たすけ合い みんなできょう力 やさしい心 北子安小学校 2学年 岩﨑陽子 様 

助け合い 見えない心 大切に 北子安小学校 3学年 石﨑賢 様 

支えあおう 手と手をつなぐ 一人じゃない。 北子安小学校 5学年 君塚美心 様 

ありがとう この５文字で 皆えがお 北子安小学校 6学年 森美咲 様 

支え合い みんなが笑顔の まちづくり 北子安小学校 6学年 幕田龍生 様 

一日一善 今日も活動 ボランティア 君津中学校 1学年 水原柚乃 様 

だいじょうぶ その一言が 思いやり 君津中学校 1学年 髙𣘺心晴 様 

人々の 笑顔が増える 福祉募金 君津中学校 2学年 岡崎希音 様 

ありがとう その気配りが バリアフリー 君津中学校 2学年 今井堅悠 様 

多文化な 世界をつなぐ 笑顔の華 君津中学校 3学年 吉岡千尋 様 

日本晴れ SDGsで 作り出そう。 君津中学校 3学年 澤侑達 様 

くじけるな 横を見てみろ 俺がいる 君津中学校 3学年 有馬蓮 様 

つながろう ご近所付き合い 助け合い 君津中学校 3学年 北村加凜 様 

「大丈夫？」 あなたのひと声 救いの手 周西中学校 2学年 多賀谷優光 様 

見つけたら 悩まず言おう 「大丈夫？」 周西中学校 2学年 江澤希空 様 

小さな手 みんなでつなげば 大きな輪 周西中学校 3学年 遠藤智花 様 

助け合い みんなでつなぐ 地域の輪 周東中学校 1学年 小倉彩音 様 

お互いの 価値観認め 広がる笑顔 周東中学校 1学年 奈良輪美結 様 

小さな手 きっとあるはず できること 周東中学校 3学年 飯田優芽 様 

君の手で みんなの心に ぬくもりを 周東中学校 3学年 重田絢香 様 

その動き だれかの役に たてるかも 上総小櫃中学校 2学年 石井健翔 様 

自分だけ？ 視野を広げて 行動しよう 上総小櫃中学校 2学年 内田玲愛 様 

差しのべた手 救える命 また一つ 上総小櫃中学校 3学年 鳥海秀一朗 様 

進めよう 自分の心の バリアフリー 周西南中学校 2学年 松坂緋夏 様 

助けたい その想いを 行動に 周西南中学校 2学年 渡邉絢音 様 

勇気ある 声掛けこそが 思いやり 周西南中学校 2学年 齋藤くらら 様 

ボランティア みんなでみんなを 支えよう 周西南中学校 3学年 川名えみり 様 

人のため その考え方が 笑顔生む 周西南中学校 3学年 堀江智裕 様 

支え合い 未来につなぐ 共生社会 八重原中学校 3学年 内田湊太 様 

その個性 夢と希望の 宝箱 八重原中学校 3学年 垣内咲乃 様 

  

 

 


