危険業務従事者叙勲
第 回危険業務従事者叙勲
が発表され、次の方々が受章
されました。 （発表順に掲載）

に小松島海上保安部巡視船の
乗組員を拝命されて以来、
年の長きにわたり、海上保安
官としての業務に精勤されま
した。
特に、海難船舶の救助や違
反船の取り締まりなど、海上
の安全確保と治安維持に尽力
されました。

瑞宝単光章
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（敬称略）

チーム・桑野シルバータイガ
ース・加茂谷白龍・阿南ＪＡ
Ｃ・阿南中学校女子駅伝部・
阿南中学校男子ソフトテニス
部・阿南第一中学校男子剣道
部・阿南第一中学校女子剣道
部・阿南第一中学校相撲部・
羽ノ浦中学校新体操部・那賀
川中学校男子剣道部・那賀川
中学校女子剣道部・湯浅滉平・
山本尚永・延口美咲・林 理
紗・湯浅詩音・西谷優花・小
島健太郎・立石迅一郎・粟田
琉 聖・ 篠 原 由・ 仁 木 夏 鈴・
伊丹優花・阿井佳乃・西尾妃
夏乃・安田七彩・喜田萌衣・
前川瞬希・南原柊琉・鎌田有
希・森吉瑛里子・森吉瑠璃子・
横手美緒・戸川ひろの・滝根
風香・岡久志都・生田琉海・
山本智丈・谷口和人・岩田真
弥・粟飯原麻衣・竹内翔雅・
岩浅好香・真重幹也・山本裕
太・高見宥妃・亀井早苗・長
尾拓美・荒川凜果・若木健太
朗・前川和輝・井上勇太・本
田 淳・松田華奈・原田一葉・
羽坂瑞紀・山﨑 舞・浅田
宰・ 米 田 航・ 米 田 龍 太 郎・
川口優香・𠮷井隼也・島野朱
理・藤田もも夏・松本高史・
原田万葉・山本 舜・亀尾美
緒・三辻雅士・宮崎大智

小笠原さんは、昭和 年に
阿南市消防吏員を拝命されて
以 来、 年 の 長 き に わ た り、
常に水火災等、災害はもとよ
り常備消防の広域化、消防力
の拡充等の事業に率先垂範し
て先頭に立ち消防任務の遂行
に尽力されました。郷土愛護
と公共の福祉のため、地域住
民の生命と財産を守るべく消
防活動一筋に尽くされた功績
が認められました。

羽ノ浦町（64歳）

瑞宝双光章

瑞宝単光章

口惠子・山本 健
■その他
古川良夫・土肥幹也
■寄附
廣浦鉱業株式会社橘鉱業所
廣浦光紀
（敬称略）

第 回
阿南市体育功労者表彰
体育功労者
谷本稔恵・上原広幸・中田
泰 之・ 石 川 稔・ 篠 岡 香・
原田一郎・住友久夫・松本高
志・松本隆茂・三宮利子・田
中 勲・村田敬之・近藤治郎・
日下美代・新川ヨシ子・林
雅広
体育優秀者・団体
大野体育協会バレーボール
部・阿南中学校女子テニス部・
阿南工業高等専門学校ソフト
テニス部・阿南工業高等専門
学校テニス部・久米加代子・
谷 三用・前川壽美・紅露竹
彦・ 森 正 記・ 北 本 恵 里 奈・
戸井健治・安村泰輝・小原宙
久・鈴江篤志・増金耕太・大
岡勇貴・篠原慎吾・松田浩宗・
橋本 成・井戸千歳・池内莉
紗・川西早穂
体育奨励賞
スポーツ少年団剣道阿南市

46 小笠原 正治さん

おめでとうございます

瑞宝双光章

■学校教育
粟飯原 学・松原惠子・森
本マツ子・谷口弘子・前原達
三・服部千鶴・福岡重和・出
口美津子・西野直美・園田美
穂・岩瀬良子・福井秀子・棚
橋 幸・大西佳代・坂東真知
子・橋本久子・羽坂千鶴・酒
井晴美・庄野悦子・村田美鈴
・堺 佳子・向島知代子・松
崎陽子・青木典代・北島美智
子・鎌田奈津・田村美穂・武
田奈保美・川田美智子・阿南
中学校女子テニス部
■社会教育
福田重徳・辻 三郎・古山
茂・小濱重幸・仁木利昭・山
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長年の功績
栄えある受章

春の叙勲

綬褒章を受章されました。市
民の福祉向上、教育文化の発
展、産業経済の伸展等、市政
各般にわたり地方自治の発展
に尽力されました。

瑞宝小綬章

Ｊリーグでは、試合を管理す
る最高責任者のマッチコミッ
サリーを務められました。
髙見さんは、昭和 年３月
に海上自衛隊に入隊されて以
来、 約 年 の 長 き に わ た り、
誠実かつ積極的に職務を遂行
されました。
特に、ヘリコプターの整備
では豊富な経験と優れた知識、
技能を有され、航空安全の確
保や後輩の育成に尽力されま
した。
富永さんは、昭和 年１月
に羽ノ浦町消防団に入団され、
平成２年から 年間羽ノ浦町
消防団副団長、平成 年に羽
ノ浦町消防団団長、平成 年
からは阿南市消防団副団長を
歴任されるなど、 年余りの
長きにわたり、献身的に消防
団活動に取り組まれ、安心安
全なまちづくりに尽力されま
した。
井村さんは、昭和 年９月

羽ノ浦町（61歳）

椿町（65歳）

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 ）

井谷さんは、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
として保健学、
体育学に精励・
研鑽されました。
また、徳島県サッカー協会
理事長として競技力向上に尽
力され、同校サッカー部を全
国高専大会優勝に導きました。

ツの振興に貢献されました。
曽谷 眞澄さん（那賀川町）
多年にわたり阿南市那賀川
消費者協会会長等として、消
費者問題に取り組まれ、県民
生活の向上に貢献されました。
白 聖偉さん（新野町）
多年にわたり徳島県納税貯
蓄組合連合会の役員等として、
納税思想の高揚に貢献されま
した。
平尾 清さん（椿町）
多年にわたり阿南市傷痍軍
人会会長等として、戦傷病者
の福祉の向上に貢献されまし
た。

髙見 紀久雄さん

45

井村 仁憲さん

46

旭日小綬章

近藤さんは、昭和 年 月
に阿南市議会議員に初当選し
て以来、 年の長きにわたり
在職され、各常任委員会、特
別委員会の委員長、議会選出
の監査委員、議長などの要職
を歴任され、平成 年には藍

県 藍 青 賞

16

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、団体をたたえる賞
です。阿南市では次の方（団
体）が受賞されました。
■運動競技
浅野さんは、昭和 年に保 【グループ・団体】
阿南中学校女子テニス部
護司に委嘱されて以来 年余
りの長きにわたり、地域の更 【個人】
居川汐里さん（陸上・生光
生保護活動に尽力されました。
学園高等学校）
常に温かい人柄で人間味あふ
れる指導により犯罪者の改善、
更生を助け、犯罪予防活動や
第 回
更生保護思想の啓発に貢献さ
阿南市教育功労者表彰
れました。

法務大臣表彰

羽ノ浦町（65歳）

18

羽ノ浦町（78歳）

20

36

47

文部科学大臣賞

桑村さんは、現在徳島県日
本鶏保存会会長として務めら
れ、 年の長きにわたり、日
本鶏の普及や発展に貢献され
ています。第 回全国日本鶏
品評会では、天然記念物の小
軍鶏（赤笹）を出品して総合
優勝され、その功績が認めら
れました。

徳島県表彰

富永 康弘さん

42

17

42

中大野町（73歳）

桑村 春美さん
■個人表彰
阿利 茂昭さん（福井町）
多年にわたり阿南漁業協同
組合代表理事組合長等として、
水産業の発展に貢献されまし
た。
生原 寛さん（那賀川町）
多年にわたり徳島県指定自
動車教習所協会の役員として、
交通安全思想の高揚に貢献さ
れました。
組橋 正人さん（羽ノ浦町）
多年にわたり徳島県ホッケ
ー協会会長等として、スポー

47

近藤 治郎さん
11

横見町
（81歳）

48

13

井谷 義昭さん
才見町
（65歳）

32

18
な ん 2013.07
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な ん 2013.07
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19

25

42

浅野 雄一郎さん

63

25

25

60

