瑞宝小綬章

北條さんは、昭和 年４月
に公立高等学校教諭として教
育者としての第一歩を踏み出
し、その後、教頭、校長とし
て学校教育の充実・発展に尽
力されました。その間、教科
指導はもとより、学校行事や
部活動を通した生徒の育成・
指導に卓越した手腕を発揮さ
れました。
東四国国体では行政の立場
で競技力向上に関わり、教諭
時代には、サッカー部や県高
校選抜チームを 回にわたっ
て全国大会出場に導きました。

方、行政、報道機関等と連携
しながら、消費者問題に取り
組み、住民に役立つ消費者情
報の提供など、消費者の自立
に向けて尽力していることが
評価されました。

徳島県表彰
■個人

市原 清次 さん（羽ノ浦町）
多年にわたり日本ボーイス
カウト徳島連盟の役員とし
て、社会奉仕活動の促進に貢
献されました。

小谷隆次朗 さん（内原町）
多年にわたり桑野土地改良
区理事長等として、農業の発
展に貢献されました。

庄野 英樹 さん（羽ノ浦町）
多年にわたり阿南市議会議
員等として、地方自治の発展
に貢献されました。

仁木 房子 さん（中大野町）

阿南市教育功労者表彰

スポーツや学術、文化活動
などで優れた成績を挙げた児
童や生徒、団体をたたえる県
藍青賞の表彰式が２月 日に
県立総合教育センターで行わ
れ、阿南市では次の方が受賞
されました。
■運動競技等
黒岩 由実 さん
■研究・制作・表現活動等
竹原 春樹 さん

県 藍 青 賞

三木さんは、昭和 年４月
から阿南工業高等専門学校講
師、助教授、教授、名誉教授
として、長きにわたり数学の
教育・研究に精励・研鑽され
ました。
また、学生主事、教務主事
補等の要職を歴任され、学生
の教育・指導に尽力されると
ともに、管理・運営の中枢を
担われ同校の発展に貢献され
ました。

瑞宝小綬章

おめでとうございます

長年の功績
栄えある受章
春 の 叙 勲
平成 年春の叙勲受章者が
発 表 さ れ、 阿 南 市 で は 次 の
方々が受章されました。
（発表順に掲載）

瑞宝小綬章

中川さんは、昭和 年７月
に徳島県に奉職され、以来
年余の長きにわたり県行政の
発展向上に寄与されました。
平成 年４月には徳島県環
境生活部長に就任され、豊富
な経験と持ち前の行政手腕を
発 揮 し、「 徳 島 県 地 球 環 境 保
全計画」を策定するなど、県
の環境施策の推進に尽力され
ました。

瑞宝単光章

岩川さんは、昭和 年２月
に桑野村消防団に入団されて
以来、意欲的に消防団活動に
取り組まれ、昭和 年からは
桑野分団長に就任し、昭和
年の退団に至るまでその重責
をまっとうされ、約 年の長
きにわたる消防団活動を通じ
て、安全で暮らしやすいまち
づくりにご尽力されました。

平成 年 度
消費 者 支 援 功 労 者 表 彰
ベスト消費者サポーター章

瑞宝単光章
下大野町（63歳）

髙橋さんは、昭和 年から
年間、児童養護施設たちば
な学苑において保育士として
業務に精勤されました。
退職後も、里親としてファ
ミリーホームを運営するな
ど、家庭で養育できない子ど
もたちの支援に献身的に取り
組まれ、児童福祉事業の発展
に貢献されました。
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瑞宝単光章

橋本さんは、昭和 年４月
に阿南市消防団に入団されて
以来、献身的に消防団活動に
取り組まれ、平成 年からは
第８代阿南市消防団長に就任
し、平成 年の退団に至るま
でその重責をまっとうされま

■寄附
松浦義博、山川照美、柳本
恵美子、海山家隆、豊田精造
（敬称略）

阿南市体育功労者表彰
第 回阿南市体育功労者表
彰式が６月 日、文化会館で
行われ、次の方々が表彰され
ました。
■阿南市体育功労者・優秀者
体育功労者
鎌田 勇、中本裕由、嶋尾
晃一、近藤善弘、田村和彦、
横田 悟、
小松富久、
稲生徳則、
福井軍二、
山田耕司、
井村英治、
四宮康正、
横井郁男、
原田京子、
東 隆幸、近藤幸博
体育優秀者・団体
大野体育協会バレーボール
部、青嵐阿南チーム、阿南工
業高等専門学校女子バレー
ボール部、阿南工業高等専門
学校ソフトテニス部、富岡東
高等学校軟式野球部、山﨑美
代子、赤坂美波、吉田 裕、
紅露竹彦、森 正記、前川寿
美、細田久世、戸井綾子、森
泰英、溝木竣也、田中亮大郎、
安村泰輝、井戸千歳、池内莉
紗、多田 将、金澤優樹、橋
本 成、川西早穂、岡本典子、
森下誠実

した。約 年の長きにわたる
消防団活動を通じて、安全で
暮らしやすいまちづくりにご
尽力されました。

（発表順に掲載）

高齢者叙勲の受賞者が発表
され、阿南市では次の方々が
受章されました。

高齢者叙勲
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垂水さんは、昭和 年３月
から徳島県公立小中学校教
諭、教頭、校長として、長き
にわたり学校教育の充実と発
展に尽力されました。
退職後も教育に対する情熱
を失うことなく、赴任中にお
世話になった地域への恩返し
に徳島県社会教育生涯学習相
談員として積極的に奉仕活動
を行い、また、那賀川町教育
委員会教育委員として地域社
会に貢献されました。

瑞宝双光章
那賀川町（88歳）

一さん
垂水
（敬称略）

体育奨励賞
スポーツ少年団剣道阿南市
チーム、阿南市柔道教室、岩
脇リバースターズ、富岡スワ
ローズ、羽ノ浦ミニバスケッ
ト ボ ー ル ク ラ ブ（ 男 子 ）、 椿
ジュニア、阿南ＪＡＣ、富岡
小学校男子リレーチーム、阿
南第一中学校男子剣道部、阿
南第一中学校相撲部、椿町・
那賀川中学校男子バレーボー
ル部、那賀川中学校男子剣道
部、那賀川中学校女子剣道部、
武知虎南、山本尚永、竹内翔
雅、延口美咲、中西弘典、湯
浅詩音、小島健太郎、野村侑
香、浮橋幸太、米田龍太郎、
今川海斗、市瀬知美、阿井佳
乃、中野大地、金山季路、南
原柊琉、前川瞬希、立岩 甚、
横手美緒、戸川ひろの、羽坂
瑞紀、北本恵里奈、森吉瑠璃
子、新野杏有、井上 優、守
野美祐、原田万葉、山本歩未、
高見宥妃、小西陽人、太田伸
太郎、奥村智樹、岡 俊江、
若木健太朗、前川和輝、山田
修平、松田華奈、中田勝貴、
山川 樹、山本 巧、龍田淳
史、米田 航、川口優香、岩
崎遙香、中西玲香、井村隆二
郎、生田亮太
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髙橋 芳子さん
日開野町（66歳）

44

橋本 宜春さん
44

13

加茂町（71歳）

多年にわたり徳島県母子寡
婦福祉連合会会長等として、
母子寡婦の福祉の増進に貢献
されました。

柳本 和子 さん（富岡町）
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羽ノ浦町（78歳）

第 回阿南市教育功労者表
彰式が５月 日、ひまわり会
館で行われ、次の方々が表彰
されました。
■学校教育
本田壽子、勢井トヨ子、藪
本照子、山下豊美、吉崎喜代
江、島野律子、野村誠也、長
町達也、柳本恵美子、向島正
弘、大西正人、小川正信、村
部幸子、久田耕平、山尾慶子、
福岡順子、眞本智子、高木加
代子、米沢由美子、香川義昭、
美馬千恵、久米眞砂子、田中
亮大郎、椿町中学校
■社会教育
岡本増夫、美野勝美
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三木 晴夫さん
40
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北條 種一さん
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58

桑野町（88歳）
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多年にわたり徳島県美容業
生活衛生同業組合の役員とし
て、生活衛生の向上に貢献さ
れました。

24

50

37

阿南市阿南消費者協会
阿南市阿南消費者協会は、
消費者展や講演会のほか、レ
ジ袋の持参運動、調査研究お
けん こう
よび健幸教室等の部会活動な
ど幅広い活動を展開する一
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那賀川町（70歳）
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巖さん
21

岩川 正雄さん
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中川
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