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平和の扉、みんないっしょ 

亀井 勤 宮城県仙台市 扉の向こう側 

「扉」とびら 

近藤直希 宮城県仙台市 



しあわせ 

絶好調だ わくわくする ありがとう 嬉しい 

前向きな言葉を声に出してみた 

藤田 幽彩 青森県つがる市 

いっしょにあそぼ！ 

青空瑞希 宮城県仙台市 

微笑みに虹を残して子の眠る（加藤宙の句） 

子供たちに明るい未来をと祈ります 

小野 和子 宮城県仙台市 



海月澄無影（海月澄んで影無し） 

碧菴周道編「禪林語句鈔」より選句 

遠州 翠湖 宮城県名取市 

馬場あき子のうた 

生き急ぐほどの世ならじ茶の花のおくれ咲きなる白きほろほろ 

岡崎 翠園 宮城県岩沼市 

母の日 

毎年、母の日が近づくと、ふと書きたくなる言葉である(自詠) 

何年も書き続けている 

尾形 崇(澄神) 宮城県仙台市 

FUNKY MONKEY BABYS の歌より  

あきらめない心のためのあと一つの勇気 

浅野 彩紅 宮城県仙台市 

穏 

平穏な日常へ早く戻れますように 

龍仁 宮城県白石市 

Violet 

伊東 テイユ 宮城県仙台市 
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山頭火の句 

宍戸 雲水 宮城県白石市 

百人一首１１番 

わたの原八十島かけて漕ぎ出でぬと 

人には告げよ天のつり舟（参議篁） 

大崎 さくら 宮城県大崎市 

智子の言葉より from tomoko's words 
As a human l am the tool which keeps writing words 

I am the tool which keeps making words 

私という人間は言葉を書き続ける道具 

私という人間は言葉にし続ける道具 

佐藤 華炎 宮城県仙台市 
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響
 

 

柴田百合 山形県村山市 

生命(いのち） 
海のあわつぶの中で生まれた 

長田清苑 山梨県笛吹市 

スイカブトムシ 
夏休み 

千尋 宮城県仙台市 



秋花呈微香 

魚津毅史 宮城県丸森町 いつでも見上げれば誰の上にも月はあります 

ますますヘタッピー 青森県むつ市 希望の光 

いつも前を向いて歩いていこう 

きっとそこには光があるから 

佐藤 奎山 宮城県大河原町 

COLORFUL 

確実なる一歩をみんながふみだせば未来は煌めきあかるい！ 

万代 香華 三重県鈴鹿市 

陽光 

太陽のコロナで明るく照らしたい 

丹野 柳島 宮城県仙台市 

凸凹 
絶対に忘れない！あの時のやりきれない気持ちを 

日々に感謝しながら精一杯過ごしましょう！ 

伊藤 亀堂 三重県鈴鹿市 
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絶望を消し去る 

渡部 大語 埼玉県小川町 
隣 

必ず隣あり 

immemorial moon 宮城県仙台市 

❛To be or Not to be❜ 
from 'Hamlet' by William Shakespeare 

“We walk through life lost and  unsure until We make our decision 

even then we look back never certain whether we chose right or wrong” 

佐久間 玉流 宮城県白石市 

上野隆博の言葉より 

「結果は他人の為に、経過は自分の為に」 

私の好きな言葉の一つです 

白地 清柳 宮城県名取市 

和 
令和に平和が訪れますように 

鈴鹿墨「松輪」「古玄」使用 

熊谷 青山 宮城県仙台市 

潤える星 

大地にしみこむ水、生命、感情を表現しています 

丹野 萩逕宮城県塩釜市 
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初日 

心おだやかに筆を持ちたいものです 

たまには墨液でなく、雄勝硯で墨をすり 

佐々木 青霞 宮城県美里町 

佳帆のうた 

お正月 おばあちゃんの 

お手伝い 切って 飾って 

出来たよ おせち 

繭心（けんしん） 宮城県多賀城市 
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平常心是道(へいじょうしんこれみち） 

平常心とは文字通り無造作な心 

何ともない心の事であり、年月の長さをいとわず修行を積み 

そこから人生を悠々と味わい自由に生きたいもの 

亀井 碧峰 登米市 

不二 

鈴鹿墨「凛」使用 

山下 康一 長野県松本市 



箱海

オカベ　サトシ　宮城県仙台市

謝茶 

お互いを思うこころ、お互いにこころを寄せ合う様 

村上 真祥 山口県山口市 


