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ことし（2022 年・令和 4 年）の夢・目標を一文字で 

第１4回 世界夢一文字コンテスト 

 

 

主  催 国東半島あいルネサンス連盟 

協  力 くにさき鬼んぴっく委員会 

後  援 大分県/国東市/姫島村/豊後高田市//国東市議会/姫島村議会/大分県教育委員会/国東市教育委員会/姫

島村教育委員会/豊後高田市教育委員会/公益財団法人書道芸術院/全日本書写書道教育研究会/台北

駐福岡經濟文化辦事處/大分県日華親善協会/毎日新聞社/大分合同新聞社/J;COM 大分ケーブルテレ

コム 

特別協賛 大分航空ターミナル株式会社/平倉建設株式会社/通所リハビリテーションはなみずき/社会福祉法人

安岐の郷/医療法人心誠会福田医院/大分文教産業株式会社/花風道/大分県畜産公社/株式会社河合組/

大分県書写書道教育研究協議会/NPO 法人大分県書写書道指導者連合会/国東地区退職校長会/六郷満

山両子寺/萱島酒造/西本皆文堂/日本航空株式会社大分支店/全日本空輸株式会社大分支店/竹永海商/

徳丸商店/望月キウイ園/国東時間株式会社/糀屋本店/森産業株式会社/国東市観光協会/国東市商工会/

株式会社イトダネーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【作品展示】 

①会場 大分空港２階出発ロビー（国東市安岐町下原） 

  期間 ３月１６日（水）～４月７日（木） 

 ②会場 ホテルベイグランド国東（国東市国東町小原 4005 ℡0978-72-4111） 

  期間 ４月９日（土）～５月７日（土） 

 



第14回世界夢一文字コンテスト 審査感想

「世界夢一文字コンテスト」も早や14回目を迎えられ、出品数も前回より大幅に増加し、コ

ンテストに寄せられる期待の大きさを強く感じます。

今回の作品では、コメントに新型コロナウイルスの蔓延の影響の厳しく苦しい世情の様を訴

える作が多く見られましたのも、時勢を反映しているのでしょうか。夢一文字にかける思いは

人それぞれで、千差万別です。しかし、どれも皆将来を見据えた、明るい未来を展望する気持

ちが込められた作ばかりです。ハガキ一文字に込められた皆さんの期待や反省、また努力目標

など、一枚一枚、一文字一文字が心に響きます。

夢一文字コンテストは日本ばかりでなく台湾からも多数参加していただき、世界へ広く飛翔

しつつあります。更に充実発展されることを願い、ご応募いただいた出品者の皆さん、本企画

を運営推進される関係者各位に深く感謝申し上げます。

公益財団法人 書道芸術院

理事長 辻 元 大 雲

氏  名（号） 立                 場

辻元洋一(大雲) (公財)書道芸術院理事長・毎日書道展理事・全日本書道連盟事務局長

帆足朋成 大分合同新聞　文化科学部長

松岡勇樹 「国東時間」　代表

柗嵜典孝(六郷) NPO法人大分県書連会長・前大分県美術協会書道部会会長

池田英徳(大方) 大分県書写書道教育研究協議会顧問・NPO法人大分県書連理事

小野　尚(無改) 大分県書写書道教育研究協議会顧問・NPO法人大分県書連理事

那賀修司(思斎) 大分県書写書道教育研究協議会顧問・NPO法人大分県書連事務局長

那賀由香(成純) 元大分県書写書道教育研究協議会役員・NPO法人大分県書連事務局員

望月恒子(考鳴） 元大分県書写書道教育研究協議会役員

高橋啓子(翠鬟） 元大分県書写書道教育研究協議会役員

小川幸代(華林) 元大分県書写書道教育研究協議会役員

後藤啓二(繹如) 元大分県書写書道教育研究協議会役員

野村尚生(尚道) 前大分県書写書道教育研究協議会会長

佐藤由美子 大分県書写書道教育研究協議会会長

第１４回世界夢一文字コンテスト審査員　　（敬称略）



国・県 市 団体名 国・県 市 団体名

台湾 新北 莒光小学校 広島 三次 布野中学校

台湾 新北 純徳小学校 大分 中津 中津南高等学校

台湾 屛東県 崇華小学校 大分 大分 福徳学院高等学校

台湾 台中 私立慈明高校 大分 大分 大分雄城台高等学校

台湾 新北 致理科技大学 大分 国東 国東中学校

台湾 新北 宏國德霖科技大学 大分 国東 安岐中学校

台湾 新北 淡江大学 大分 国東 安岐小学校

宮城 石巻 玄穹社

第14回世界夢一文字コンテスト

『夢一文字賞』（団体奨励賞）　　【順不同】

1.出品数 団体(日本) 63団体 2,551点 昨年比

団体(台湾) 47団体 1,950点

個人 154点 955点増

2.出品内訳 小学生 中学生 高校生 大学生 一般

1,852 953 1,155 344 351

3.出品都道府県数 30都道府県と海外１国

台湾
北海道 青森 秋田 宮城 福島 栃木 茨城
群馬 千葉 東京 神奈川 山梨 静岡 滋賀
京都 愛知 岐阜 大阪 兵庫 鳥取 岡山
広島 山口 香川 福岡 大分 熊本 宮崎
鹿児島 沖縄

4.応募一文字ランキング

№ 1 2 3 4 5

一文字 楽 笑 夢 心 幸

第１４回世界夢一文字コンテスト　応募数（令和４年１月１７日〆切）

4,655点

応募総数



【受賞者一覧】

賞名 県 市 （郡） 学校 学年 氏　　名 字 文面

推薦 山梨 甲府 一般 杉本龍峰 無

コロナ禍になってから早二年になりますが、まだま
だ先が見通せない状況が続いています。何事もな
るべく前向きに考えて生活するように心がけてい
ますが、時折後ろ向きになってしまうこともありま
す。そこで新しい年を迎え心機一転真っさらな気
持から出発したいと思い、今年の一文字を『無』に
しました。無心の状態で何事も無理なく取り組み、
気持を向上させていきたいと思います。

推薦 宮城 仙台 一般 佐藤華炎 光
世界中が明るいニュースで溢れ、光が輝くことを
祈って。

推薦 大分 国東 一般 滝口さゆり 宙
宇宙港となる大分空港。国東市、更には大分県が
活気あふれる一年になりますように。

推薦 千葉 成田 一般 柳橋香仙 楽 筆に親しんで、皆で楽しんで書いてゆきたい。

推薦 大分 杵築 一般 安倍敬二 祈

コロナの流行により生活が変化して、私の働き方も
大きく変わりました。我が子たちに私の父としての
姿がどのように映っているのか不安になることがあ
りますが、省る時間に余裕がなく毎日が怒濤のよう
に過ぎていくばかり。この数年の変化がそのまま
日常となりつつありますが、このコロナに左右され
る日々から解放される日が来るよう毎日祈り続ける
一年になりそうです。

推薦 大分 大分 一般 神志那詩子 気
私にやる気を出させてくれた方々に感謝の気持ち
を忘れず、本気で書道と向き合います。

推薦 山口 大島郡 一般 林　春雪 瞬

いつ収束するかわからないコロナウイルス感染禍
で当たり前の日常が幸せだ・・・と思いしった。今
日の一瞬一瞬を大切に限りある命、自分に与えら
れた時間を楽しんで生きたい。「一瞬一生」香月
泰男のことば

推薦 東京 足立区 一般 𠮷澤美帆 勢

「勢」という字の上部には人が木を土に植え、よい
形に整える意があるそうです。そこへ力を加えて
他のものをよい形に整えるという意を示すとの事
で、私もお稽古に来てくれる生徒さんの勢いを力
とし、書道に励んで参りたいと思います。

推薦 東京 西東京 一般 広瀬舟雲 虎 猛虎如く前進あるのみ。コロナよ退散せよ。

推薦 東京 西東京 一般 下津裕美 和

コロナ禍・自然災害等により、苦痛や悲痛を伴う時
世だからこそ‟和をもって尊しをなす„の精神で、共
に支え合う社会となるよう、希望を抱いて過ごした
いと思います。

国東半島あいルネサンス
連盟会長賞

広島 三次 和田小 小１ 川本愛舞 空 空みたいに大きくなりたいからです。

国東半島あいルネサンス
連盟会長賞

大分 大分 松岡小 小２ 江利角拓馬 馬 馬のように足がはやくなりたい。



賞名 県 市 （郡） 学校 学年 氏　　名 字 文面

国東半島あいルネサンス
連盟会長賞

香川 高松 多肥小 小３ 東原遥花 勇

わたしは勇気をもって行動できるようになりたいで
す。今ははずかしがりやだけど、四年生になるの
で自分から思いをはっきりと伝えたいと思うからで
す。

国東半島あいルネサンス
連盟会長賞

香川 高松 木太北部小 小４ 鳥谷眞子 気
人の気持ちを考えられる人になりたいと思い、この
字を選びました。また、いつまでも元気な子でいた
いという理由もこめられています。

国東半島あいルネサンス
連盟会長賞

秋田 大仙 豊成小 小５ 中村有杜 打

ぼくはどのような状況にも打ち勝つ、打ち負けない
乗りこえる心を持ち続けたいと思っています。ぼく
は野球をやっているので、打ちたいという気持ちも
こめ「打」という字を選びました。

国東半島あいルネサンス
連盟会長賞

東京 足立区 古千谷小 小６ 山田花暖 支

高学年になり、いろいろと悩みやトラブルが増えて
きました。テレビをつけても暗いニュースばかりで
気持ちが晴れない中、自然と自分を追いつめて
いることに気がつきました。自分だけでも自分の味
方でいてほしい。そう思ってこの字にしました。

国東半島あいルネサンス
連盟会長賞

台湾 新北 光仁中 中１ 陳俞妡 時

今回わたしは「時」という漢字を選びました。今年
から中学校生活が始まり、毎日時間が足りないと
感じました。これから勉強時間をしっかり計画して
勉学に励みたいです。

国東半島あいルネサンス
連盟会長賞

大分 大分 南大分中 中２ 唐澤美結 部
吹奏楽部の部長としてコンクールやコンサートを
成功させ、部員を引っ張り最高の部活にしたいか
らです。

国東半島あいルネサンス
連盟会長賞

大分 杵築 杵築中 中３ 岩田和海 恩

私にとって今年は中学卒業、高校入学という節目
の年になります。私はいままで生きてきた中で家
族、友達、先生などたくさんの人から恩を受けてき
たと思います。この恩を無駄にしないように高校に
入学しても頑張りたいです。そして受けてきた恩を
倍にして返せる人になりたいです。

国東半島あいルネサンス
連盟会長賞

大分 中津 中津南高 高１ 岡野美稀 声

人は年を重ねていくにつれて自分の考え方、思い
が芽生えてくる。その中で自分の声を相手に素直
に伝えることができる人はごく少数に思う。家族・
友人・学校・政治…様々な物事に対してあふれる
矛盾した思いや願いを自分の言葉で自分の声で
伝えていきたいと私は思う。そしてもし、私に関わ
る人が頑張って伝えようとしてくれていた時は全力
で受けとめ、思いを繋ぎ、仲間とともにさらに遠くま
で響き渡る「声」にして届けていきたい。

国東半島あいルネサンス
連盟会長賞

大分 大分 上野丘高 高２ 宮﨑結凪 努

今年は受験生になります。勉強はもちろん、部活
や習い事など様々な事に対して努力を惜しまず、
日々の積み重ねを大切にしていきたいと思いま
す。

国東半島あいルネサンス
連盟会長賞

香川 高松 英明高 高３ 水口真菜 笑
私は将来美容系の仕事につき、お客様を笑顔に
したいと思い「笑」にしました。なので私もずっと笑
顔で周りを明るくさせる存在になりたいです。

国東半島あいルネサンス
連盟会長賞

東京 西東京 武蔵野大 大 冨沢加奈 煌
私の夢はすべての人が幸せを感じ、輝きを放つこ
とができる世界になることです。すべての人が夢
や希望を持って煌めくことができますように。



賞名 県 市 （郡） 学校 学年 氏　　名 字 文面

国東半島あいルネサンス
連盟会長賞

台湾 新北 一般 白孝羽 戦
私は「戦」を選びました。ウイルスと戦えますよう
に。

大分県知事賞 熊本 熊本 一般 黒田清和 鮮

大分と言えば関サバ、関アジを想い浮かべる。鮮
度良し、味良しでブランド魚と言われるのも納得で
ある。やがて七十一才を迎えるが、いつまでも新
鮮な気持ちで、これからの人生を楽しく過ごしてい
きたいと思い、その新鮮さを青墨で表現しました。

国東市長賞 青森 むつ 宮城教育大 大 伊藤二千翔 学

大学二年生が終わろうとしている今、先生方・同
期・先輩方・後輩から様々な刺激を受け、学びの
多い二年間だったと振り返っています。今後二年
間の大学生活も「学」の多い二年間にしたいと思
いこの文字にしました。

姫島村長賞 大分 別府 別府翔青高 高３ 吉良真鈴 喜
今年は高校生活最後の年で、たくさんの喜ばしい
濃い思い出ができ、とても幸せだったので来年も
そうあってほしいと思ったからです。

豊後高田市長賞 香川 高松 英明高 高２ 船井　萌 誇
自分に自信を持ち、自分自身に誇れることをしよう
と思ったからです。自分の心に素直に、自分らし
い生き方をしようと思います。

国東市議会議長賞 東京 世田谷区 トキワ松学園高 高１ 今井美裕 暢

学校でスピーチなどをする際、相手を意識して緊
張からぎこちなくなってしまいます。なので今年か
ら人前であがらず、流暢に話せるようになりたいと
思い、この漢字を選びました。

姫島村議会議長賞 東京 文京区 小石川中等教育学校 中３ 清水　環 顔
コロナ禍でマスクをするため友達の顔が見られな
くなりました。今年こそはみんなの笑顔が見られる
ことを願っています。

大分県教育長賞 北海道 岩見沢 光陵中 中２ 藤井桜冴 輝

私は自分に自信があって輝いている人はとても格
好良いと思います。現在、私は自分に自信があり
ません。しかし、いつか自信に満ち溢れた輝いた
人になりたいと思います。

国東市教育長賞 大分 国東 志成学園 中１ 豊村　葵 繋

私は卓球部に入っています。試合のときにタイミン
グを待たずに強く打ってミスをしてしまうことが沢山
あります。これからは一球一球丁寧に繋げていき
たいので「繋」という字にしました。

姫島村教育長賞 青森 むつ 苫生小 小６ 小野晏梛 奏

私は四年生の時から約三年間吹奏楽をやってい
て、中学校にいっても吹奏楽をやろうと思ってい
て、私はフルートをやっているのですが、中学生
になったら今よりもっと仲間と楽しく演奏したいと
思ったからです。

豊後高田市教育長賞 台湾 新北 莒光小 小５ 張淮柔 静
静かに将来の方向性を考え、来年は学問や様々
な技能大会を通じて、より多くの栄誉を勝ち取るこ
とを願っています。

大分県畜産公社賞 大分 国東 安岐中央小 小４ 工藤絵梨夏 賢
来年、五年生になるので勉強がむずかしくなり大
変になると思うので、少しでも賢くなりたいと思った
からです。



賞名 県 市 （郡） 学校 学年 氏　　名 字 文面

大分県畜産公社賞 宮城 石巻 一般 髙橋さよ子 郷

震災後10年。主人も亡くなり子供達も独立し、山
形・広島に家族が生まれています。私も来年73
才。親が他界しても共に仲良く故郷を思う気持ち
を大切にしてほしいとの願いから「郷」と書きまし
た。

大分県畜産公社賞 香川 高松 栗林小 小３ 内藤綸香 思
私の夢は看護師になることです。一人一人の患者
さんに優しく思いやりの気持ちを持って看病した
いです。

国東市観光協会賞 群馬 高崎 吉井小 小２ 横田隼希 希

ぼくは、ようち園からピアノをならってきました。でも
楽しみにしていたはっぴょう会はえんきになってし
まいました。つぎのはっぴょう会までに上手になり
たいので、毎日れんしゅうしています。だから希ぼ
うの「希」をえらびました。

国東市商工会賞 台湾 新北 純徳小 小１ 林欣彤 神
神様に心からお祈りします。今年はみんなが安全
で健康であることを願っています。頑張ってくださ
い。

台北駐福岡
經濟文化辨事處賞

神奈川 川崎 武蔵野大 大 武内明実 密

蜜に人と触れ合いたい、時間を無駄にせず蜜に
使いたいと思いこの漢字にした。今年こそ人との
繋がり、関係を大切にし、大学三年生になるため、
将来のことについて真剣に向き合う一年にしたと
思う。

全日本書写書道
教育研究会会長賞

大分 別府 別府翔青高 高３ 木舩星沙 幸
自分も世界中の人もどんな形であれ、幸せになっ
てほしいという意味。

全日本書写書道
教育研究会会長賞

大分 大分 大分高 高２ 宮﨑舞翔 警

私は今年高校三年になります。将来警察官を目
指して頑張っています。中学・高校で学んだ剣
道・書道の体力と精神力を活かし、安心して暮ら
せる地域づくりのために貢献したいと考えていま
す。

全日本書写書道
教育研究会会長賞

香川 高松 英明高 高１ 大浦美羽 翼
私の名前の由来は「美しく羽ばたけ」なのですが、
そのための翼がまだないと思ったのでこの漢字に
しました。

（公財）書道芸術院賞 大分 速見郡 大神中 中３ 田川ひな 穏
昨年は勉強などで忙しかったので、受験が終わっ
た四月からは穏やかに過ごしたいと思い「穏」にし
ました。

（公財）書道芸術院賞 香川 高松 紫雲中 中２ 渡部彩乃 躍

今年は私にとって勝負の年。中学三年になり、高
校受験の年を迎えます。そこで今まで以上に学習
面で飛躍的に進化する一年にしたいという思いを
込めて、この一文字を書きました。

（公財）書道芸術院賞 大分 速見郡 大神中 中１ 上杉南実 解
中学校に入ってから勉強がさらに難しくなった。だ
から授業を聞き、しっかり理解ができるようにした
いので、この字にしました

大分県書写書道教育
研究協議会会長賞

宮城 石巻 蛇田小 小６ 後藤杏太朗 虎
寅年生まれの自分は今年中学生になります。虎の
ように堂々と色々なことにトライしたいです。
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大分県書写書道教育
研究協議会会長賞

香川 高松 木太北部小 小５ 河野真依 飛

私は今年六年生になります。最終学年になるので
小学校生活に悔いを残さないように真剣に書道
や勉強に取り組み、大きく飛躍できるようにがんば
ります。

大分日華親善協会賞 台湾 新北 莒光小 小４ 鄭詠允 静
新型コロナウイルスの感染拡大は人々の生活に
大きな影響を及ぼしているんです。元の生活に戻
して早く終息してほしいものです。

ＮＰＯ法人
書写書道指導者
連合会会長賞

台湾 台中 慈明高 高２ 彭禹璇 絆

私たちの台湾は深い愛の絆で結び会うことを願っ
ています。これは私の２０２２年の望みです。絆は
人々の間で非常に重要です。人と人と絆がないな
ら、この世界はとても寂しいです。

ＮＰＯ法人
書写書道指導者
連合会会長賞

台湾 彰化 鹿江國際中小 中１ 黃綵滋 夢
私が選んだ漢字は「夢」です。なぜなら私にはたく
さんの夢があり、「夢」は私の生涯の目標を表すこ
とができると思うからです。

大分航空ターミナル
株式会社社長賞

宮城 塩釜市 一般 笨　睦子 墨

最近特に書道を続けていてよかったと思います。
目の前にいつも目標がある。まっ白の紙と漆黒の
墨、墨の香が部屋に広がる。きっかけを作ってくれ
た亡き父母が一緒にいてくれる気がします。

大分航空ターミナル
株式会社社長賞

宮城 仙台 尚絧学院大 大 信夫莉奈 憧

大学に入学してから二年がたち、本当にやりたい
こと、夢に出会うことができた。やっと見つけること
ができた。憧れを今年は現実に近づけていきたい
と思い、「憧」れという文字を選びました。

大分空港
マーシャルくん賞

台湾 台中 慈明高 高３ 鍾欣汝 家
家は私たちが戻れる場所であり、暖かさ、笑い、感
情、悲しみに満ちているところです。

大分空港
マーシャルくん賞

台湾 台北 紫心草堂中 中２ 梁鈞翔 楽
私が選んだ漢字は「樂」です。みんなが安全で幸
せだといいので。

大分空港
マーシャルくん賞

東京 足立区 古千谷小 小６ 𠮷澤梨央 照

コロナ禍で暗くなってしまった世の中を明るく照ら
したいという思いから、この字を選びました。そして
今、世界では人種差別という大きな問題もあるの
で、一人一人がスポットライトに照らされ明るい未
来を歩んでほしいと思ったからです。

大分空港
マーシャルくん賞

香川 高松 太田南小 小３ 宅和那夏 寅

私は今年の干支の寅のように何ごとにも力強くトラ
イしたいです。スノーボードで転ばずすべれるよう
にがんばりたいです。分数の計算もがんばりたい
です。

平倉賞 青森 むつ 一般 高原由樹 春
これを書いている時、青森は一面銀世界、早く暖
かい春がこないかなという思いから書きました。
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平倉賞 大分 大分 一般 牧　恵子 命

現在起きていいるコロナ禍の中で生きて行くこと、
又生き抜くこと、命の貴さを考えさせられていま
す。いつ終わるかもわからない感染症の中です
が、新めて命は大切にしなければならないと強く
思いこの字に決めました。

平倉賞 大分 別府 一般 篠田博美 美

美しい景色を見に行く旅や、美味しい食事と共に
会話を楽しむ生活が戻ることを願います。その為
にも心身ともに健やかで「美」しくありたいと思いま
す。

イトダネーム賞 台湾 新北 新北高 高１ 洪渝鈞 拼
今年高校に入学してからは、もっと頑張って勉強
して２年後にはいい大学に入学できるようになりた
いです。

通所リハビリテーション
はなみずき理事長賞

香川 高松 英明高 高１ 川淵夏苗実 助

私は将来「助産師」になりたいと思っていて、大人
になって人助けに関わる仕事に就きたいのでこの
漢字を選びました。「助」という字は人助けだけで
なく、身近な人の心のケアもできるように努力しま
す。

日本航空株式会社
大分支店長賞

大分 大分 大在西小 小２ 櫻木日陽里 空
空を見たらいろいろなくもがあっておもしろいから
です。

全日本空輸株式会社
大分支店長賞

宮城 石巻 石巻高 高１ 村山郷華 己

私は今年の春、高校に入学しました。高校生に
なって一年を過ごしてみると何事も自分自身の頑
張りや努力が大切だと気づかされました。勉強も
部活も中途半端な頑張りで思うような結果が出せ
なかったことが多く、とても後悔しました。高校生に
なれば何事も自分が主体で自ら行動しなければ
なりません。このことから私は2022年は己を律せる
ようにしたいと思い、この目標を達成できるように
「己」の文字を選びました。

社会福祉法人
安岐の郷理事長賞

台湾 屏東縣 一般 王善美 安
学校のみなさんや、大切な家族のみんなが今年も
平安でありますように「安」にしました。

両子寺賞 東京 西東京 武蔵野大 大 大野双葉 純

私の夢は教師になることです。私が生徒の時に憧
れていた贔屓をしない‟純正”な嘘をつかない‟純
粋”な‟怒り”を引きずらない‟単純”な教師を目指
したくこの一文字を選びました。さらに生徒一人ひ
とりに対し‟純愛”を貫く教師になりたいです。

両子寺賞 大分 大分 豊府小 小５ 岡　百花 猫

私がこの字にした理由は、生まれた時からずっと
猫が周りにいるからです。でも猫アレルギーなの
で薬を飲まないといけませんが、動物達が事故な
く、住みやすい世界にしていきたいです。

両子寺賞 静岡 浜松 積志小 小４ 松尾萌那 庭

私の夢はみんなが楽しめる本を書く作家になるこ
とです。私の家の庭には私が本を書くためのアイ
デアがつまっています。私は今日も水やりをして
夢を育てています。そしてより多くの人に本を楽し
んでもらえるよう心がけています。
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萱島酒造
有限会社賞

千葉 浦安 一般 末吉正浩 揚

私が20年間オープンから勤めましたお店が今年
の1月でクローズします。揚羽ageha人生の約半分
携わったこのお店で、私にとってとても大切なもの
を見つけることが出きました。その感謝を込めて書
かせていただきます。

萱島酒造
有限会社賞

東京 墨田区 一般 加藤光寳 寳
人生百年時代を生きる。つくづく思う、時は「寶」で
す。味わい、楽しみ、百才めざして生きていく。

国東時間賞 大分 速見郡 杵築高 高２ 岩本美葉 躍
今年はいよいよ受験生ということなので、飛躍した
一年にしたいな、と思ったからです。

国東時間賞 台湾 台北 復興實驗高 高１ 李浩熏 納

「納」という言葉、中国語で謙虚に受け入れるとい
う意味です。私は新しい知識を受け入れ、新年に
自分自身を豊かにすることができることを願ってい
ます。

国東時間賞 台湾 台中 日南中 中３ 郭賀妮 追
夢を追いかけようと努力して、遠くからでもつま先
をついて少しでも近づくことができる。

国東時間賞 大分 国東 国東中 中２ 財前怜英子 楽
今年は三年生になります。いろいろな行事や部活
も‟最後の年”です。なので何事も楽しく、たくさん
思い出を作っていきたいと思い「楽」にしました。

国東時間賞 台湾 新北 福和中 中１ 施品萱 持
いかなる事に対して、すべて根気よく続けることが
できるのを望みます。

国東時間賞 大分 杵築 豊洋小 小６ 木村菜波 菜

自分の名前が大好きなのでこの字にしました。私
は春にうまれて、そのころ菜の花がたくさんさいて
いたそうです。その菜の花が風にゆられて波のよう
になっている様子をみて、この名前にしたらしいで
す。私は菜の花が好きなので名前もすきです。

国東時間賞 台湾 新北 莒光小 小５ 吳秉翰 稱
この言葉選んだのは、新年にみんなが満足のいく
ようにできることを願っているからです。

国東時間賞 大分 竹田 南部小 小４ 昆　心宥 心
私は人の気持ちを考えて相手がいやじゃない言
葉や行動をしていない、人の心を考える一年にし
ていきたいです。

国東時間賞 大分 国東 安岐小 小３ 木村妃那 元
2022年も病気をせずに元気にすごしていきたいか
らです。

国東時間賞 台湾 新北 莒光小 小２ 趙苡安 教
将来教師にないりたいから「教」を選びました。夢
が叶いますように。

国東時間賞 福島 郡山 安積第三小 小１ 渡辺美桜 桜 ふくしまのさくらを見てください。

国東時間賞 台湾 新北 致理科技大 大 陳俊良 食

私が選んだ漢字は「食」です。私は食べることが好
きです。毎日おいしい料理を食べます。気分がい
いです。おいしいものを食べれば、世界中皆が幸
せだと思います。

国東時間賞 台湾 台中 慈明高 高３ 吳巧婷 芽
新たに生じ、これから成長しようとするものをたとえ
ている。
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国東時間賞 熊本 八代 熊本中央高 高２ 緒方琴菜 夢

私はもうすぐ高校3年生になります。なので将来自
分がしたいことはなんなのかをしっかり考え決定
し、自分はできると信じて、夢実現のために頑張っ
ていきたいと思ったからです。

国東時間賞 大分 大分 豊府高 高１ 淋　朋果 傍

新型コロナウイルスの影響で、人と人との社会的
な距離だけでなく、心の距離も遠くなったような気
がします。そんな状況下でも、私は心の中で全て
の友人、家族の傍に居たいと思い、この漢字にし
ました。

国東時間賞 台湾 新北 福和中 中３ 李沐磬 順 高校の入学試験を切に願うのが順調です。

国東時間賞 台湾 台北 弘道中 中２ 金鳳璽 蓮

「蓮」を選ぶ理由は昔の詩「愛蓮説」の中に書いて
ある「蓮は泥に生まれ・・」「人」がこのような世に生
きています。伝説の娑婆世界は完璧ではなく、そ
れにわながあふれています。しかしこのような環境
であるこそ、しんの自分を忘れるべからず。あきら
めない信念を持ちつづけてほしいです。「くるしみ
を経験したら自分が普通の人間ではない」すべて
の困境とめられないことがいまの自分にしました。
私は「泥土中的傑作」のようにしたいです。光に乗
せている蓮のように泥の中にかがやいていることを
願っています！

国東時間賞 大分 国東 国東中 中１ 小柳南実 続

私は苦手なことや、一度失敗したこと、めんどうくさ
いことは続けずにやめてしまいます。ですがそれ
では悪いと思い、まずは続けていくことを心がけて
いきたいです。

国東時間賞 大分 国東 安岐小 小６ 森田織江 謝

私は四月で中学生になりなます。ここまで成長で
きたのは家族や友達、周りの人たちが支えてくれ
たからだと思います。だから支えてくれたみんなに
感謝したいと思い、この字を選びました。

国東時間賞 大分 国東 志成学園 小５ 安見彩里 真
私が「真」という字にした理由は、何事にも真剣に
取り組みたいからです。そのために勉強や習い事
を全力で取り組んでいきたいです。

国東時間賞 千葉 成田 中台小 小４ 打越楓奈 起 今年は学校に早く行くために、早起きをします。

国東時間賞 台湾 新北 純徳小 小３ 濱野　瑞 永
今、地球がどんどん汚染されて生き物はみな絶滅
してしまいそうです。「永遠に美しい地球でありま
すように」そう願ってこの字を選びました。

国東時間賞 広島 東広島 福富小 小２ 田部ひより 走
わたしは走るのがすきです。学校の休み時間には
友だちとおにごっこをしたり、おいかけっこをしたり
します。おにになっておいかけるのが楽しいです。
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国東時間賞 台湾 新北 致理科技大 大 李　佳 楽

私が選んだ漢字は「楽」です。この漢字は「楽し
み」という意味もあります。今年はいろいろなことが
あって大変でした。毎日マスクをつけなければなり
ませんでしたし、長い時間家で過ごさなければな
りませんでした。本当にしんどかったです。来年は
「みんなが楽しく暮らせますように」という願いを込
めて、この字にしました。

国東時間賞 台湾 新北 莊敬高職 高２ 張純瑄 寧

私がこの字の原因を選ぶのはむしろ２０２２年の後
の世界の各地からすべて発生する大きい事件が
ないのを望むので、無事に静かに良いすべての
日を過ぎます。

国東時間賞 大分 速見郡 杵築高 高１ 伊藤彩花 楽
私は今年は楽しみながら、色々なことに挑戦して
行きたいと思ったので「楽」にしました。

国東時間賞 大分 国東 安岐中 中２ 阿部百華 秀

私がこの字にした理由は、優秀で後輩に信頼され
るたよれる先輩になりたいからです。また私は習字
を習っているので、来年は秀逸な作品を書けるよ
うに努力します。

国東時間賞 大分 速見郡 日出中 中１ 平早水愛心 標
誘惑に負けてだらだらと勉強をしてしまうので、今
年こそは目標を立てて取り組みたいから。

国東時間賞 台湾 新北 純徳小 小６ 鄭衣涵 智
私は今年、未知の課題に対処するためのより多く
の知恵を持ちたいと思って、中学校に入学しようと
しています。

国東時間賞 台湾 新北 莒光小 小５ 梁聿宜 進

「進」を選んだのは自分の書道がもっともっと上達
し、コンテストで良い結果が得られ、学校の栄光を
勝ち取ることを願っています。また、学校の成績も
向上しますように。

医療法人心誠会院長賞 山口 大島郡 久賀小 小４ 吉村明咲 気
「気」にした理由は、バスケや勉強ですぐあきらめ
てしまう気持ちがあるからです。あきらめずに、こ
れからはいつも元気な気持ちでいたいです。

大分文教産業
株式会社賞

大分 速見郡 川崎小 小３ 二宮　脩 仲 親友と、これからもずっと仲良くしたいからです。

花風道賞 茨城 つくば 谷田部南小 小２ 小堀春十 虫 今年はいっぱいカブト虫をつかまえたい。

西本皆文堂賞 台湾 新北 竹林高 高２ 曽宇繁 宇
気宇壮大、心構えや発想などがとても大きくて立
派なさま。2022世界平和を祈る。

西本皆文堂賞 山口 大島郡 高水付属中 中２ 小林はな 喜

私はたくさんの人を喜ばせたいです。みんなが笑
顔で楽しい世の中にするために、自分が笑顔に
なって、みんなもつい笑顔で楽しくなることを願っ
ています。「喜」は今年、来年の目標として「喜」の
字を選びました。
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森産業株式会社
社長賞

熊本 宇城 当尾小 小５ 中島彩央李 彩
「彩」を書きました。私の名前は一字です。明るい
一年にしたいです。

森産業株式会社
社長賞

台湾 屏東縣 崇華小 小４ 徐維妡 携
携帯がほしいです。いつでも大好きな家族のみん
なと連絡したいからです。「携」にしました。

森産業株式会社
社長賞

台湾 新北 純徳小 小３ 江亦涵 全
来年も家族全員、そして国全体の安全と世界が大
流行を避け、マスクを着用せずに自由で快適な生
活を再開できるように祈っています。

株式会社
河合組会長賞

台湾 新北 致理科技大 大 許如婷 茶

忙しい生活の中でお茶で一服したら、気分もすっ
きりします。まるで人生の良薬のように。味は淹れ
方によってそれぞれに味わい深さがあります。まる
で人生のように。わたしは「お茶のようなさっぱりし
た人、味わいのある人になれますように」という願
いを込めて、この字を選びました。

株式会社
河合組会長賞

香川 高松 高松高 高２ 渡部桃佳 道
今年は私にとって高校生活最後の一年になるの
で、夢に向かって自分の道を切り開きたいという思
いを込めてこの一文字を書きました。

株式会社
河合組会長賞

大分 大分 福徳学院高 高１ 清山美咲 頑

私はこれまで勉強と習い事や、バイトなど様々な
事に頑張りました。そして、これから調理師免許が
取れるように頑張るという思いと、中学生の時より
倍、勉強を頑張るという思いを込めて「頑」という字
にしました。

竹永海商賞 広島 三次 八幡小 小４ 今井優光 命
お金では買えない一つ一つの命を、みんな大切
にしていきたいと思ったから、命という文字を選び
ました。

国東地区
退職校長会長賞

大分 国東 一般 増岡ふみよ 旅

高校卒業後、一人で渡米したのが私の旅の始まり
でした。その後28か国、100近い都市を歩きながら
学んだことは、祖国のある嬉しさ、自国への勉強
不足、自国の伝統文化を知り、守る大切さでした。
文化の違う多国籍の方々との「ふれあい」は自分
の国のこと「ふるさと」を知る大切さを今も私に教え
てくれます。歩ける間、出来るだけ旅を続けること
が私の夢です。

望月農園賞 東京 西東京 武蔵野大 大 吉田莉佳子 青

「青」という字にした一番の理由は、コロナで「青
春」を送ることができなかったからです。今年こそ
は悪いことに振り回されず、楽しい青春時代を過
ごしたいと思っています。

望月農園賞 大分 大分 判田小 小６ 佐永芽佳 花

私の名前の中には、大きく元気に育ってほしい。と
いう意味で「芽」という漢字が入っています。だけど
いつまでも芽のままでいるのではなく、自分の花を
咲かせたいと思ったので、この一文字にしました。

大分国東産椎茸賞 台湾 台中 慈明高 高２ 洪蒙恩 光
今まで未来のことが全然わからなかった。でも今
後の道は光のように明るく、望みを満たすと思って
います。



賞名 県 市 （郡） 学校 学年 氏　　名 字 文面

糀屋本店賞 台湾 新北 一般 闕百華 跡
次の世代に何を残せるのかを常に考え、行動でき
るように努力します。

糀屋本店賞 台湾 新北 宏国德霖科技大 大 袁依婕 勇
みんなが自分の幸せを追求する勇気を持ってくれ
ることを願っています。

糀屋本店賞 香川 高松 英明高 高２ 西原千尋 演

私がこの漢字を選んだ理由は、将来舞台女優に
なりたいからです。自分ではないキャラクターを演
じることは難しいけど、やりがいもあれば、楽しくて
違う自分になれた気がして新鮮な気持ちになれる
し、見てくれるお客さんに感動を与えられるので、
この漢字にしました。

糀屋本店賞 台湾 彰化 精誠高 高１ 周守博 解
どんな境遇でも上手解決し、不可能を可能にでき
ますようにと願って、「解」を書きました。

糀屋本店賞 大分 国東 安岐中 中２ 諸冨紗菜 望

私はコロナと戦っている人たちが安心できる日々
を取りもどせることを望んでいます。特に医療従事
者の方たちは苦労しています。気の休まる時がな
く、やっとの思いで終息しつつあります。新種の発
見もあり、また流行するかもしれませんが希望を持
ち、今の時代をのりこえたいからです

糀屋本店賞 大分 国東 国東中 中１ 佐野由奈 輝

今はコロナのなかで、いろいろな行事が縮小され
たりしています。一人一人がかつやくする場が失
われているので、もっと一人一人の個性が輝く場
がほしいと思います。

糀屋本店賞 台湾 新北 南勢小 小６ 吳昀潔 潔

コロナウイルスにより、多くの国が影響を受けまし
た。また誰もが影響を受けました。「潔」とは清潔・
明るいとの代表です。2022年にどうかウイルスは
内心の不安と共に消えてなくなることを願っており
ます。この願いが叶えるためには、皆様とも一緒に
立ち向かって行かなければなりません。

糀屋本店賞 大分 大分 豊府小 小５ 鮫島來海 心
私は優しい心をもって人に接することが一番大切
だと思ったからです。どんなことがあっても、きっと
「心」があれば乗り越こえられます。

糀屋本店賞 台湾 屏東縣 崇華小 小４ 吳紘圻 豪
大人になって豪邸を買いたいです。これから努力
して勉強していきます。

糀屋本店賞 大分 国東 志成学園 小３ 橋下隼和 友
ぼくはずっと友だちとなかよくしたいから「友」という
かん字にしました。

糀屋本店賞 大分 大分 一般 武藤安江 歩

今年の目標は一日五千歩に挑戦する事です。毎
日なるべく歩くようにしているのですが自分に甘い
のです。歩くと季節の移り変わりを日々感じる事が
出来るのでチャレンジしようと思います。



賞名 県 市 （郡） 学校 学年 氏　　名 字 文面

糀屋本店賞 台湾 新北 淡江大 大 余亮衡 教
将来日本語教師になりたいから、今から一生懸命
にこの目標を努力します。だから「教」を選びまし
た。

糀屋本店賞 台湾 台中 慈明高 高２ 林韋丞 始
「始」という漢字を選んだのは、すべてのはじまりと
いう意味で、希望にあふれているからです。2022
年の願いはすべてが順調にいくことです。

糀屋本店賞 大分 中津 中津南高耶馬溪 高１ 吉良美羽 彩
地球上には色々な人がいて色んな個性があって
当然です。認めあえるといいな。

糀屋本店賞 台湾 新北 淡水中 中２ 何盈瑩 春
春は一番好きな季節です。春が来ると新しい始ま
り、新しい希望でいっぱいになると感じています。

糀屋本店賞 台湾 台中 日南中 中１ 夏欣汝 安
世界のすべての人がこれ以上伝染病の猛威を振
るって帰る家もなく寒さと飢え耐えなければ、皆が
平安であることを願う。

糀屋本店賞 茨城 つくば 一般 中山伸子 若
末っ子の入園で周りの母達はさらに若くなる。負
けるな！！まずはシワ伸ばしとストレッチから。

糀屋本店賞 兵庫 神戸 一般 橋本吉博 楽

５０歳から心筋梗塞、胃がん、白血病と余命宣告さ
れながら乗り越えて辿り着いた傘寿。これからは利
き腕でない左手の右脳墨書を追求しながら楽しく
余生を生きたいと、この一字にしました。

糀屋本店賞 台湾 新北 一般 吳欣玫 思

私は思という字を書きました。全ての人がじっくり
考え、再度正しい行動をとることで、皆にとって有
益な結果を導き出せるようになることを願うからで
す。

糀屋本店賞 大分 中津 中津南高耶馬渓 高２ 池田沙瑛 努
私の夢は心理カウンセラーになることです。その
夢を叶えるために毎日勉強しています。その努力
をあきらめないためにこの字にしました。

糀屋本店賞 大分 大分 大分支援学校 高１ 椎原健瑠 志
高等部で初めての現場実習に行く気もちを表しま
した。

糀屋本店賞 大分 大分 雄城台高 高１ 藤井綾香 相

私は将来養護教諭になりたいと思っています。そ
のためには、相手の気持ちによりそうことが大切で
す。2022年はその第一歩として、相手の気持ちを
考えられるようになりたいです。

糀屋本店賞 台湾 彰化 精誠高 高１ 黃翊晉 越
様々な難関、今までの自分を乗り越えたいから、
「越」を書きました。

糀屋本店賞 大分 杵築 杵築中 中１ 秦　菜月 達
私が「達」という字にした理由は、中学校で吹奏楽
部に入っていて、自分の吹いている楽器をもっと
練習して今より上達したいからです。



賞名 県 市 （郡） 学校 学年 氏　　名 字 文面

糀屋本店賞 広島 三次 布野中 中１ 小田愛実 挑

私には最近夢ができました。けれどその夢には、
今の自分にはできないことがたくさんあります。今
はコロナの影響でいろいろなことが変わってきて
います。そんな中でもたくさんのことに挑戦して、
夢の実現に近づきたいと思いこの字を選びまし
た。

糀屋本店賞 福岡県 福津 福間南小 小６ 佐藤美織 楽

六年生ではコロナの影きょうで学校行事が中止に
なるなど、できなかったこともありました。2022年は
中学校生活で様々なことに挑戦したり、楽しいこと
が増えたりしたらいいなと願って、この字を選びま
した。

糀屋本店賞 台湾 台北 建安小 小５ 簡奕柔 待
私はまだはっきりとした夢を持っていないので、自
分で夢を決めるその日まで待ち続けたいと思いま
す。

糀屋本店賞 大分 大分 大分舞鶴高 高１ 二宮　優 跳
走り高跳びで自己ベストを更新し、九州大会に出
場したいから。

糀屋本店賞 大分 速見郡 日出中 中１ 岩波菜緒 頑

私が「頑」という字にした理由は、今人数が少なく、
いろいろすることが多いので、今年は新一年生が
入ってくるかもしれないので先輩として何事にも負
けず、一生懸命に取り組んで後輩から信頼される
ように練習を頑張りたいからです。

糀屋本店賞 宮城 岩沼 逢隈小 小５ 及川美波 仲
コロナで友達と遊ぶことが少なくなったので、仲間
の「仲」という漢字にしました。

糀屋本店賞 台湾 台中 慈明高 高２ 徐姵婷 家
家は私たちの一番暖かい避難場所です。私の夢
は家族を幸せにすることです。将来自分が家族の
世話をする能力を持っていることを願っています。

糀屋本店賞 台湾 台北 東山高 高１ 張皓程 安

父は医師です。日本が新型コロナウイルスワクチ
ンを供与し、台湾を支援してくださり、心から感謝
を申し上げます。医療従事者の皆様や世界の
人々が安心して過ごせることを願っておりますの
で、「安」という字を選びました。

糀屋本店賞 台湾 台北 弘道中 中２ 張嘉安 師
将来音楽の教師になりたいから「師」を選びまし
た。今後多くの生徒に教えて、もっと多くの人が音
楽を好きになって楽しんでいます。

毎日新聞社賞 台湾 新北 中山小 小６ 蔡秀蓉 零
私がこの言葉を選んだ理由は、物事がゼロから始
まるからであり、将来的にはゆっくりと改善できるこ
とを願っているからです。

毎日新聞社賞 台湾 新北 竹圍小 小５ 林廷宇 宇
私の名前はウーです。意味は「無限の時間と空
間、果てしない希望」厳しい2021年が終わると、私
たちは新しい希望をもつことができます。



賞名 県 市 （郡） 学校 学年 氏　　名 字 文面

毎日新聞社賞 台湾 新北 莒光小 小４ 廖珮潔 義
「正義」という言葉が好きだから「義」にしました。私
はいつでもどこでも正義の味方です。

毎日新聞社賞 台湾 新北 南勢小 小３ 張子袁 淨

「淨」という言葉はきれいを意味します。私は２０２２
年までにCOVID-19が鈍化し、世界のウイルスが
清潔になり、台湾がより美しく、より良く、より楽しく
なり、未来が清潔で美しい一年になることを心から
願っています！

毎日新聞社賞 台湾 屏東縣 崇華小 小２ 黃庠語 恩
早く大人になって、大切な両親に恩を返したいの
で「恩」をえらびました。

大分合同新聞社賞 台湾 屏東縣 崇華小 小６ 楊子誼 声
大人になってから、日本語が上手になり、アニメの
声優になりたいので「声」をえらびました。

J；COM大分ケーブル
テレコム賞

大分 東国東郡 姫島中 中１ 小島紗英 頑
私はこの一年間テニスにがんばりたいです。試合
などで私よりも強い人とする時諦めてしまうので、
がんばりたいと思い、この「頑」という字にしました。



第 13回世界夢一文字コンテスト受賞者感想(一部・抜粋) 

 ※学年は令和３年１月当時 

「国東半島あいルネサンス連盟会長賞」 

群馬県高崎市 吉井小学校 1年 横田隼希 

僕は、まい週の水曜日に書道に通ってがんばっています。こんなすごい賞がとれてうれし

く思っています。来年も親子で参加します。もっと字がうまくなるようにがんばります。 

 

香川県高松市 木太北部小学校 3年 鳥谷眞子 

 「国東半島あいルネサンス連めい会長しょう」をいただき、びっくりしたのとすごくうれ

しい気持ちになりました。そして、しょう品でいただいたおにのおき物がかわいいので、げ

んかんにかざることにしました。みんなの目につくところにおいてみてもらいたいと思いま

す。私は「志」という言葉をえらびました。去年よりももっとできることをふやしたいとい

う理由からです。なわとびをたくさんとべるようになりたい。本を五百冊い上は読みたい。

国語の文章題をまちがえないようにとけるようになりたい。学校での朝マラソンをできるだ

け多く走りたい。書道できれいな字を書きたい。など、がんばりたいことはたくさんあるけ

れど、一つ一つコツコツとがんばろうと思います。 

 

大分県大分市 判田小学校 5年 佐永芽佳 

 私は「芽」という字を決めるまで色々な字と迷いましたが、やはり一番身近にあるこの字

がぴったりだと思いましたし、選んでよかったと思いました。名前はふだん学校や書き方教

室などで書きますが、一文字コンテストで書いたこの「芽」は一番きれいに書けたと思って

います。これからも名前を大切にして、名前にこめられた思いの様に成長してもっとがんば

っていきたいです。素晴らしい賞をありがとうございました。鬼の置き物も初めはおどろき

ましたが、わたしにとっては特別な物です。大切にします。 

 

宮城県 石巻市 大学生 渡邊瑛音 

 私は大学生になり東京に出てきたため、書道から約一年間書道から離れていました。大学

生活が思うようにできないときに石巻でお世話になった書道教室の先生が心配して声をかけ

てくださり書道にまた親しむようになりました。つい先日三月三十一日に佐多氏の出身地で

ある宮城（石巻）は東日本大震災から十年が経過しました。このコンテストに応募する作品

を書いた一月ころよりも改めて健康で過ごすことや安全に過ごすことに思いを巡らせている

ところです。健康であることのありがたさを忘れず心込めながら自分の思いを書に表せるよ

うこれからも精進していきたいと思います。 

 

「金賞」 

東京都文京区 第六中学校 ２年  内田まりあ 

四月からは中学三年生になります。なので、勉強も楽しみも充実させ「勢」のある一年に

し、高校受験をがんばりたいと思っております。また、来年は上位賞目指して書道のおけい

こに励みます。コロナが終息しましたら家族でぜひ大分に遊びに行きたいと思っておりま

す。賞品のワカメはサラダにしました。とてもおいしかったです。 



第1４回展にご協賛(寄付)いただいた方々をご紹介いたします【50音順敬称略】

池田英徳 宇佐市 佐々木ユミ 大分市 野村尚生 大分市

石丸書道教室 国東市 佐藤　しのぶ 由布市 福田昻明 国東市

伊藤千代子 竹田市 佐藤絵里子 大分市 藤沢和歌子 大分市

伊東泰子 大分市 佐藤美和子 大分市 藤村　愛 豊後大野市

糸永敏明 国東市 篠田博美 別府市 藤村洋子 豊後大野市

猪原美風 大分市 下藤千寿子 竹田市 藤本加代子 国東市

今井洋輔 大分市 鈴木和子 国東市 ホテルベイグランド国東 国東市

岩光　侃 国東市 園田よし子 大分市 堀　靖子 大分市

江藤直子 大分市 泰濤書道館 国東市 牧　恵子 大分市

大塚まゆみ 大分市 高橋　啓子 別府市 増岡　ふみよ 国東市

岡　典子 大分市 滝口書道教室 国東市 町田澄子 大分市

小川幸代 大分市 田城久寿美 国東市 松風 国東市

小野　尚 宇佐市 田辺節士 千葉県 松嵜典孝 豊後高田市

片山郁恵 大分市 辻元大雲 国東市 水澤祐美 大分市

可楽クィーンズヘナ教室・大下 大分市 堤　留美 大分市 武藤　昭文 豊後大野市

河合　博子 大分市 得丸秀幾 大分市 望月恒子 臼杵市

川野千秋 大分市 永岡智恵子 大分市 山崎五月 大分市

木部幸恵子 中津市 那賀修司 杵築市 山村陽子 大分市

神志那詩子 大分市 中村　泉 大分市 吉田　隆一 国東市

古城美和 国東市 那賀由香 国東市 吉野修介 大分市

後藤啓二 臼杵市 西田書道教室（吉田智恵） 大分市 吉野睦子 竹田市

後藤キヨ子 大分市 野﨑弘子 国東市 ラパロマ(中野伸哉) 国東市

後藤知子 大分市 信原尚枝 国東市 わたとら寝具（宮脇智恵子） 国東市

温かいご支援ありがとうございます

国東半島あいルネサンス連盟
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　【事 務 局】　　〒873-0412

　大分県国東市武蔵町古市489-1

℡・fax　0978-68-1528
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