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高知県社会福祉協議会では、地域のためにボランタリーな活動をするシニア、スポーツや文化等におい

て素晴らしい活躍を見せるシニアを表彰し、それらの活動を広く紹介することで生きがいと健康づくり
の啓発を図り、より充実したシニア活動を推進するため、毎年、「高知の輝くシニア大賞」を行っていま
す。 
今年は、大賞 1 名、地域貢献部門賞 1 名、スーパーシニア部門特別賞１名、いごっそう賞１名、はちき
ん賞２名、キラリ賞６名、奨励賞１０名の、計２２名の方々を受賞者として決定しました。 
 また、併せて、同賞のプロモーション企画として、「いきいきと活動するシニアに関すること」をお
題に、「シニア川柳」を募集し、大賞１作品、優秀賞 2作品、審査員特別賞 5 作品、佳作 10 作品の、計
１８作品を入選と決定しました。   （以上、2022 年 2月 9日既報 ニュースリリース Vol.45,46） 
  
ついては、今回受賞された方々の表彰式を次により開催しますので、お知らせします。 

 
日 時：令和４年５月２４日（火）14:00～15:15（受付 13：30～） 
会 場：高知県立ふくし交流プラザ ５階研修室Ａ 
式次第：14:00～ 開会 県社協常務理事挨拶 

14:05～ 来賓紹介 
14:10～ シニア大賞表彰 
14:40～  シニア川柳表彰 
15:00～ 記念撮影 
15:15  閉会 

 

  なお、各受賞者の活動や入選作品は、本会発行の「WEB 版タマテバコ創刊号」、ホームページ「高知
いきがいネット」で紹介しておりますので、ぜひご覧ください。 

 
 
 

第８回高知の輝くシニア大賞及びシニア川柳表彰式を開催します 

 

【お問い合わせ先】 

社会福祉法人高知県社会福祉協議会 
 いきいきライフ推進課（担当：川越） 
TEL：088-844-9054  E-mail：ikigai@pippikochi.or.jp 
HP：https://www.kochiken-shakyo.or.jp/ 
    https://www.pippikochi.or.jp/ikigai/（生きがいネット） 
 

mailto:ikigai@pippikochi.or.jp
https://www.kochiken-shakyo.or.jp/
https://www.pippikochi.or.jp/ikigai/
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シニア川柳入選作品発表 

 「生き生きと活動するシニアに関すること」をお題に「シニア川柳」を募集したところ、 

126 名から 338 句のご応募をいただきました。応募作品の中から、自身に思うこと、家族

に捧げる一言など、笑いあり、涙ありの入選計１８作品をご紹介します。 

 

表彰区分 作 品 名 氏 名 年 齢 

大   賞 忘れてもいいよ私はあなたの子 江口 桂子 ７５ 

優 秀 賞 マラリアとコロナ生きぬき初やしゃご 恒石 節子 ７６ 

優 秀 賞 亡夫(おとう)さん八十二歳になりました 上村 典子 ８２ 

審査員特別 百までは生きる覚悟で磨く床 近森 加代 ７６ 

審査員特別 懸命に生きた証（あかし）に杖をつく 西原 時子 ７６ 

審査員特別 きこえない同志のはなしながくなり 富澤 憲一 ９１ 

審査員特別 スマホへも初心者マーク貼りました 尾﨑 美千子 ７４ 

審査員特別 高木の上の庭師は傘寿なり 三木 幸美 ５９ 

佳   作 過去のこと全て赦すわ生きていて 松岡 陽一 ８０ 

佳   作 カードうら暗証番号書いてある 中谷 潔一 ７７ 

佳   作 繰り言（くりごと）を「またか」と言わず聞いてやり 田中 喜美子 ９３ 

佳   作 白寿超えまだ探してる流行り服 仙頭 つや子 ９４ 

佳   作 孫５才もう越されちゅうスマホ力 田内 満子 ７９ 

佳   作 女学生生きて令和のおばあさん 小林 加代 ９０ 

佳   作 年金の元を取るまで生きてやる 大八木 博 ７３ 

佳   作 ふる里のトンボはみんな器量よし 橋田 綾子 ８０ 

佳   作 ドクターの笑顔見に行くシニアです 森田 三知 ６９ 

佳   作 八十年選び損ねたことばかり 中田 順子 ８５ 

 

★過去の大賞・優秀賞作品の紹介★ 

 第７回 大 賞：少年兵生きながらえて令和かな 

     優秀賞：手鏡にかすかに映る母の顔 ／ 亡き妻の様子を見たい日帰りで 

第 6 回 大 賞：遺影用笑いすぎだと叱られる 

    優秀賞：ネクタイを緩め本音を聞いてやる ／ まだともう九十歳の峠みち 

第 5 回 大 賞：いちにっさん命の延びる音がする 

    優秀賞：道徳をおまえが言うな文科省 ／ 幻滅の鏡の前で紅を引く 
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第８回高知の輝くシニア大賞受賞者 22 名のご紹介 
高知県社会福祉協議会では、高知県内で地域のために長年、ボランティアやス 

ポーツ、文化などに尽力されている  65  歳以上のシニアを表彰する「高知の輝く 

シニア大賞」を実施しています。今年度は、土佐町や津野町、四万十市など過去 
最多の 22 名の方々が受賞されました。 

受賞者の皆さま、本当におめでとうございます！！ 

皆さまの活動内容を、一部ですがご紹介させていただきます。 
 

 

 

スーパーシニア部門 楠瀬 甲一（くすのせ こういち）さん（96 歳） 

高知県弓道連盟（高知市） 

 
 

地域貢献部門 伊藤 博史（いとう はるひと）さん（81 歳）

土佐市文化協会 土佐市文化祭（土佐市） 

 

 

スーパーシニア部門 田内 啓介（たのうち けいすけ）さん（85 歳） 

東部テニスクラブ（香南市） 

 

 

 

スーパーシニア部門 吉岡 齋（よしおか ひとし）さん（97  歳） 

新荘（しんじょう）憩いの里（須崎市） 
 

 

   

地域貢献部門 木下くみ子さん（73 歳） 

高知 SGG 善意通訳クラブ（高知市） 

 
 

スーパーシニア部門 松井 淑（まつい よし）さん（91  歳） 

高知武術太極拳協会（高知市） 
 

 

地域貢献部門 前田 桂子（けいこ）さん（80 歳） 

   特別賞 

†":w :•·  はちきん賞 

   シニア大賞 

   特別賞 

w†": :•·  はちきん賞 

·•: w:"†  キラリ賞 

   いごっそう賞 
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稲生西立石長齢会（南国市） 
 

地域貢献部門 筒井 賀恒（よしつね）さん（88 歳） 

石原老人クラブ（土佐町） 

 

 

地域貢献部門 田村 裕子（ゆうこ）さん（75 歳） 

佐川読みっこ応援団（佐川町） 
 

スーパーシニア部門 坂本 純一さん（75  歳） 

大道芸研究会・日本お笑い学会（四万十市） 
 

 

スーパーシニア部門 池 晴子（はるこ）さん（81  歳） 

八田（はた）長寿会（いの町） 
 

スーパーシニア部門 竹内 正昭（まさあき）さん（95 歳） 

あったかふれあいセンターにしきの広場（黒潮町） 
 

 

 

地域貢献部門 片田（かたた）ひろ美さん（71  歳） 

子育てサロン・あさひグループ（高知市） 

地域貢献部門 北澤 勉（きたざわ つとむ）さん（84 歳） 

右山（うやま）北区安全安心委員会（四万十市） 

 
 

 

地域貢献部門 大石 泰弘（やすひろ）さん（83   歳） 

高角梯成（たかつのていせい）クラブ（本山町） 
 

地域貢献部門 萩野 正二（はぎの まさつぐ）さん（73 歳） 

大野見地域ふくし活動推進委員会（中土佐町） 

  
 

地域貢献部門 長山 喜代志（きよし）さん（88 歳） 

延寿会（えんじゅかい）（津野町） 
 

地域貢献部門 山中 照亜（てるつぐ）さん（79 歳） 

·•: w:"†  キラリ賞 

w†": :•·  キラリ賞 

:"†w :•·  奨励賞 

"†:w :•·  奨励賞 

·†:w :•"  奨励賞 
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梼原町老人クラブ連合会（梼原町） 

 

 

スーパーシニア部門 村田 美智子さん（95 歳） 

手工芸・折り紙を楽しむ会（高知市） 
 

スーパーシニア部門 片岡 光（あきら）さん（74  歳） 

高知チャレンジドクラブ（高知市） 

 

 

スーパーシニア部門 岡田 道代（みちよ）さん（72  歳） 

唄と踊りの夢一座（高知市） 

 

 
 

スーパーシニア部門 永野 美音（みね）さん（96 歳） 

日高村あったかふれあいセンターふれあいサロン（日高村） 

•:† "w:·  奨励賞 

·: w:"†:•  奨励賞 

:†:w :•·"  奨励賞 


