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市政功労者表彰

市政の発展や公共の福祉、教育、文化、スポーツ、ボランティア活動など、さまざまな分野で活
躍された人に表彰状や感謝状が贈呈されました。今年度、表彰された皆さん（個人・団体、順不同・
敬称略）をご紹介します。

表彰状
地方自治の振興や市政の伸展などに著しく貢献され、そ
の功績が特に顕著な個人・団体に表彰状を授与します。

市政功労表彰

故 池ノ内 秀夫／前市議会議員
小山 幹雄／同前

地方自治功労表彰

清水 栄一／前保護司
岡村 清子／前男女共同参画審議会会長
故 滝田 誠／前ニューハイツ町内会会長
中森 誠一／前久保町内会副会長
川原 照男／前上町町内会副会長、前民生委員・児童委員
西野 博喜／前老人保健福祉計画審議会委員及び介
護保険事業計画策定委員会委員
原藤 光／同前
大貫 正男／前地域包括支援センター運営協議会委
員及び地域密着型サービス運営委員会委員
栁下 讓次／同前
下田 紀夫／前民生委員・児童委員
金敷 禎子／同前
佐藤 美惠子／同前
山田 由美子／同前
市ノ瀨 征雄／同前
西田 高久／同前
前田 喜春／同前
木下 淳子／同前
清水 良介／前スポーツ推進審議会
委員
市之瀨 滋／同前
若狭 京子／統計調査員

教育（社会教育）功労表彰

下河辺 信行／前ボーイスカウト志木第一団指導者

文化功労表彰

小山 幹雄／前文化協会会長
須藤 宗照／前茶道
連盟会長
市之瀨 トシ子／前華道連盟会長
石川 利夫／前美術協会日本画部長
髙橋 光良／民謡指導者
成瀨 正行／上町囃子連指導者
秋元 忠次／同前

田子山富士保存会／多年にわたる文化財保護活動
吉田 夕那／全国高等学校文化連盟将棋新人大会 出場
小山 蘇龍／令和元年度 改組 新 第 6 回日展 入選
市島 京音／大阪国際音楽コンクール 第 3 位
関根 遥香／郷土を描く児童生徒美術展 特選（知事賞）
鈴木 みさき／全日本学生美術展 推奨
志木第二中学校吹奏楽部／日本管楽合奏コンテス
ト全国大会 優秀賞
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スポーツ功労表彰

伊藤 大翔／全日本卓球選手権大会 出場
細田学園高等学校バレーボール部／全日本バレー
ボール高等学校選手権大会 出場

消防功労表彰

内田 雅之／前消防団班長
内田 祐治／前宗岡四区自警消防隊副隊長
髙橋 浩一／前大原自警消防隊員

交通安全功労表彰

三上 昭壽／前朝霞地区交通安全協会志木支部役員

保健衛生功労表彰

細野 ハツ子／前食生活改善推進員

矢部 昭子／同前

善行表彰

尾﨑 リヨ／公共用地提供者
細田 嵩／同前
谷岡 光正／同前
有限会社 鯉清／同前
細田 喜八郎／金員寄附
木下 正雄・里美／同前
株式会社 市之瀨電設／同前
宮本 日出／同前
神山 健吉／文化財資料等寄附
荻島 邦雄／同前

感謝状
表彰状に準じ、地方自治の振興や市政の伸展などに貢献

され、その功績が顕著な個人・団体に感謝状を授与します。

地方自治功労感謝状

菅原 みこ／ 50 周年事業への協力
中島
後藤
渡辺
金子

美佐子／前明るい選挙推進協議会委員
俊行／前羽根倉町内会副会長
達夫／前城町内会副会長
允文／前宗岡五区町内会副会長

中山 貢／前上木町内会副会長
岩﨑 智彦／前老人保健福祉計画審議会委員及び介護
保険事業計画策定委員会委員
渡辺 修一郎／同前
岩﨑 智彦／前地域包括支援センター運営協議会委
員及び地域密着型サービス運営委員会委員
渡辺 修一郎／同前
髙橋 能子／前介護認定審査会委員
飯田 昌利／前民生委員 ･ 児童委員
髙橋 敏次郎／同前
大鐘 正江／同前
呑口 和子／同前

小堀 久美子／同前

交通安全功労感謝状

荒川 時子／前民生委員 ･ 児童委員
長谷川 栄津子／同前
並木 泰江／同前

保健衛生功労感謝状

山瀨 映介／同前
矢代 弘子／同前
田口 浪江／同前

横田 夏江／前食生活改善推進員
渡辺 久子／同前
故 中森 たゑ子／同前
故 渡邉 隆子／前母子保健推進員

武藤 まり子／同前
佐々木 美津子／前介護給付費等支給審査会委員
安部 卯内／前社会教育委員
神戸 育代／統計調査員

棚池 和子／同前

善行感謝状

細沼 隆一／道路用地提供者
木下 一／同前
星野 正美／同前
木下 誠一／同前

池田 榮次／前田子山富士保存会副会長
故 井上 夛鶴子／前美術協会事務局長

小川 真央／全日本学生美術展 特選
岩本 果恋／全国中学校美術部作品展 入選
志木第二中学校／埼玉県学校歯科保健コンクール

教育（社会教育）功労感謝状

消防功労感謝状

菅谷 隆／前宗岡三区自警消防隊長

※今年度の市政功労者表彰式は、新型コロナウイルス
感染症の感染拡大防止のため中止としました。

渡邊 祐介／前宗岡三区自警消防隊員

学校教育課

医療

いろは子ども文化賞

荘司 多加雄、佐々木 陽子

相談

志木第二中学校男子バドミントン部／埼玉県新人
体育大会兼県民総合スポーツ大会 男子団体 第三位
志木第二中学校男子卓球部／埼玉県新人体育大会
兼県民総合スポーツ大会 男子団体 優勝

くらし

スポーツ功労感謝状

（一社）埼玉県トラック協会朝霞支部、
朝霞地区交通安全協会、（株）ランニング、
（株）ココ・エステート、柳瀬川動物病院、
料理サークルさくらんぼ、（株）出羽紙器製作所、
（株）ENEOS ウイング、東上ガス（株）首都圏統轄
支店、志木市心身障害児者を守る会、
（株）細田管工、
大東ガス社員有志一同・大東ガス（株）、
川口信用金庫、（医）瑞穂会、関口工業（株）、
（株）市之瀨電設、
（株）那須工務店、
（有）北斗電設、
第一法規（株）
、須崎建材工業（株）
、
（株）伊藤電気
工業、近藤 豊、鈴木 一男、西田 憲正、野間 大祐、
篙 重伸、荒川 滋男、浦田 賢、寺嶋 勝浩、
酒匂 満子、山本 美穂子、髙野 茂二、荒川 國松、
金子 亮一、吉田 翔志、吉田 睦志、春川 進、
星川 明久、齋藤 ハル、菅原 善昭、上野 瑠美、
近藤 政雄、奥田 和治、伊東 大祐、小髙 拓実、

健康

まめの会／多年にわたる社会教育活動
中村 和子／前志木中学校 PTA 会長
北澤 恭子／前 NPO 法人志木子育てネットワーク
ひろがる輪役員
小田 由美子／前大塚子ども会育成会役員
NPO 法人志木子育てネットワークひろがる輪／
多年にわたる社会福祉教育活動

鈴木 安佳里、瀬島 湯可、荒川 時子、齊藤 みち子
田中 裕子、木立 幸子、山口 真由美、
（株）OK-CRAFTS、志木中学校科学部、
（一社）P-CONNECT、E.F.E（株）、

講座

優秀校
根本 明侑／全国中学校美術部作品展 入選
大石 衣菜／全日本学生美術展 佳作
吉川 鈴梨／全日本学生美術展 佳作

以下、物品・金員の寄附寄贈の皆さま
野口 泰、並木 泰江、中川 雅靖、濱岡 健夫、

イベント

木下 八重子／同前
（株）木下工務店／同前
（株）木下工作所／同前
（株）中川工務店／同前

文化功労感謝状

募集

齊藤 幸子／同前
内田 征男／同前
安齋 昇恵／同前

故 髙橋 良二／前朝霞地区交通安全協会志木支部役員

注目 情 報

地方自治功労感謝状＜続き＞

内線 3122

いろは子ども文化賞には、作文、美術、写真、科学に加え、今年度から新設された田子山富士塚部門の 5
つの部門があり、市内在住の幼児、小・中学生を対象にしています。今回は、5 部門あわせて 474 点の
応募があり、各部門の最優秀賞受賞者の表彰が行われました。

連載

作文部門最優秀賞

美術部門最優秀賞

富永 すみれ（宗岡中学校 2 年）

中村 亮吾（志木第三小学校 3 年） 隈川 碧風（志木小学校 1 年）

科学部門最優秀賞

田子山富士塚部門最優秀賞

写真部門最優秀賞

西本 明道（志木第二小学校 2 年） 相澤 こな（宗岡小学校５年）
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