
エコ１００選一首入選者一覧

通し番号 俳句 名前
1 エゴ捨ててエコマーク付き買ってます 高島さくら
2 にっこりと空き缶拾う小さな手 梶政幸
3 あかりを消し心のあかりに切りかえる 働き蜂ちえちゃん
4 ばあちゃんは昭和のエコの先生だ 薬寺村池丸
5 マイごはんきれいに食べてエコ家族 ももちゃん
6 節電でテレビOFFして会話増え ゆうたろう
7 捨てる紙（神）あれば拾う彼エコひいき マリーナ
8 れいぞうこはやくあけしめエコのわざ 松田彩咲花
9 守るためみんなが喜ぶエコひいき 孫沢山
10 クールビズネクタイ要らず肩はらず 雅
11 ありがとう地球を想う君あなた 杉崎勝
12 ポケットに財布ハンカチレジ袋 無花果
13 ひとりよりみんなですればエコになる ホンダシオン
14 うちの父弁当箱も三十年 南天
15 エコ風呂で親子３代水入らず 哲ママ
16 忘れずに連れて行ってとマイボトル 雅号伐株
17 パパの後点けた電灯消す娘 雅号みなさま
18 育てようやさしい緑とおもいやり 奥田雅信
19 旬薫る野菜カーテンベランダに 奥田明美
20 ひと部屋に家族集まり笑ータイム あやちむ
21 エコ上手とぎ汁もらい花元気 古本文子
22 地球にもボクにも優しいママが好き 和奏
23 とぎ汁で育てたトマト弁当へ 井上美津子
24 灯り消す輝く未来守るため 井上常良
25 生活に「節」を取り入れ守る地球 井上清
26 すずしいなゴーヤカーテンエコの夏 西川麻琳
27 れいぼうは少し高めでうちわもつ 前川ゆうき
28 れいぞうこ開けしめしない早くとる 岡田早貴
29 れいぞうこマッハのごとくはよしめる さくらいじゅん
30 涼やかにグリーンカーテンできました 樋口万里子
31 あつい夏うちわであおいでクーラーけそう ひらいみき
32 一人一人がすべてのものをたいせつに おがわえりか
33 水だしてすぐにとめたらえこになる じんのたいせい
34 温暖化地球の涙大雨だ… 富森友喜
35 あついからあいすをたべてせつでんだ 森井珀都
36 コンセントもこまめにぬいてワイルドだろう 長尾朋幸
37 休みの日一つのへやでエコするよ 鈴木マリン
38 夏休みすずしいことを考える 山口稜人
39 すてるごみぶんべつすればエコのもと 榛澤潤
40 なつやすみくーらーけしてそとへいく でうらたいよう
41 なつやすみじゆうけんきゅうエコしらべ 谷かけれん
42 うちわゆれでんきのメーターさがっている おぞえひとみ
43 なつやすみでんきをけしてはやくねる しらたにさわ
44 エコのなつペットボトルを水とうに すがいやしん一
45 ばんごはんじかんをかけてもからっぽに りゅうきょう
46 エコをしてぼくのきもちをとどけたい 井戸睦仁
47 せっけんでゴシゴシするとき水をとめる 四方優希
48 家族五人並んで寝よう涼しく節電 やすだともみ
49 だいすきなすいとうもってこうえんへ まえじまいふ
50 電気OFF都（まち）の夜空が輝いた 小斎祥基
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51 温暖化ストップさせるぼくたちが 藤田隆文
52 エアコンを一度上げるとせつでんだ 渡邉紗矢
53 見つけた（みーつけた）無駄な電気だけしとこう 安田登志
54 風鈴の音色がさそう夢の国 足立文
55 物事の　分別あれば　ゴミ分別 川口雄志
56 もったいない　それは我が家の　合言葉 ひろさん
57 アクセルを　ペダルに変えて　仰ぐ空 散歩
58 明かり落とし　こんなに多い　星の数 カズ
59 エアコンは　ダメと扇風機　首を振る アリス
60 地球にも　天寿全う　させるエコ 加藤順也
61 見た目より　着まわし考え　服選ぶ 上月陵子
62 箸.ボトル. バッグを持って　さあ出発 まるちゃん
63 壊すのも　守るのも人　この地球 松下弘美
64 むだづかい　エコするんジャー　おこってる なかいっさく
65 エアコンを　つかわず外で　水あそび 黄前早登
66 節電で　家族揃って　盆おどり 鈴木晶子
67 リサイクル　地球の未来　まもるため 倉本智亜希
68 れいぞうこ　こまめにしめる　エコになる 久保田悠陸
69 すききらい　せずにたべよう　のこさずに うえだおとめ
70 なつやすみ　たべるぶんだけ　のこさない 加藤森
71 ゲームより　そとであそんで　はしるんだ 白橋宙大
72 えんぴつを　みじかくなっても　つかってる 広畑澪莉
73 おでかけで　いらないでんき　けしていく 藤田阿澄
74 涼しさは　やり方次第　京の夏 津田洋子
75 ふうりんの　きれいな音が　すずしいよ 修徳児童館　1・2年のみんな
76 あつい日は　タオルぬらして　くびにかける 小林正観
77 れいぞうこ　すぐにとりだし　すぐしめる 稲田まあや
78 しょくぶつも　いきものなんだ　たいせつに おく田ゆうか
79 せんぷうき　まわしぱなしは　やめようね 谷口あい
80 しぜんはね　とってもきれいで　すてきだよ おか山ゆうか
81 わたしはね　ちきゅうがすきなの　青いから 平岡佑菜
82 木や花は　きれいなしぜん　たいせつに 岸ゆいか
83 温だん化　ぼくらの努力で　とめられる 川本青汰
84 外食で　いつも使うよ　マイおはし 東福寺児童館職員
85 ちゃんとみた？　そとにでるとき　でんきけす 冨田宗之
86 おでかけは　くるまつかわず　でん車で 海老名藤香
87 かいものに　あるいていくんだ　かぞくでね 西角和毅
88 おうちから　ごみをださずに　ごみへらし 西村匠
89 あついけど　プールであつさを　かっとばせ 吉田智紀
90 らくするな　みんなとあるけ　たのしいぞ 小川天叶
91 エレベーター　元気に歩く　かいだんを 仲正藍
92 せつでんだ　みてないテレビ　けそうかな 池上杏朱
93 リサイクル　ちきゅうもえがお　ごみはなし 高矢汐音、藤井美緒
94 はみがきは　おみずをとめて　みがこうね 大成聖也
95 雨水を　あつめてまこう　縁側で 田渕美翔
96 おさがりの　服もステキな　リサイクル 今井那美
97 省エネで　美しい地球　いつまでも 上田美和
98 もったいない　わけれるものは　わけないと 三上真
99 保冷剤　クーラーがわりに　ちょうどよい 中谷知寿
100 せんたくは　まいにちするなら　のこりゆで 林悠美
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