平成29年度

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103人・26団体の皆さん（個人・団体、順不同・敬称略）をご紹

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
小島佐知子 ／前教育委員

うコンクール﹂４位入賞

第 ４回 全 国 小 中 学 校 リ ズ ム ダ ン ス ふ れ あ い

宗岡第二中学校レインボーファクトリー ／
コンクール出場

スポーツ功労表彰

綱島政雄 ／前ソフトボール連盟会長
︵故︶
市川幸子 ／前インディアカ連盟会長
福士樹吹 ／第 回日本少年野球春季全国大会
準優勝

回全日本

年度全国高校選抜女子バ
29

細田学園高等学校バドミントン部 ／ 第 回

ボール競技大会出場

年度全国高等学校総合体育大会女子バレー

松本航 ／同右
佐藤美波 ／同右
大野美沙 ／同右
細田学園高等学校バレーボール部 ／平成

大会出場

松本瞬 ／第 回全日本少年少女空手道選手権

出場

長谷心美 ／第 回全国小学生学年別柔道大会

レーボールチーム日本代表選出

山中宏予 ／平成

回全国中学校バドミントン大会出場

志木第二中学校女子バドミントン部 ／第

３位

ジ ュ ニ ア ソ フ ト テ ニ ス 大 会 １年 生 リ ー グ 第

志木中学校女子テニス部 ／第
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地方自治功労表彰
室町美津子 ／前明るい選挙推進協議会委員
前川成男 ／前学校歯科医
金子さだ子 ／前民生委員・児童委員
三上節子 ／同右
齋藤桂子 ／同右
大山美香子 ／前介護認定審査会委員
寺井美知子 ／前老人保健福祉計画審議会委
員・前介護保険事業計画策定委員会委員
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高橋幸明 ／前宗岡六区自警消防隊長
田中滿男 ／前宗岡四区自警消防隊長
︵故︶
弘光勉 ／前城ヶ丘自警消防隊長
江原三郎 ／前城ヶ丘自警消防隊員
︵故︶
小川繁雄 ／前柏自警消防隊員

消防功労表彰

全国私立高等学校選抜バドミントン大会出場
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︵故︶高橋長次 ／前文化財保護審議会委員
日東明子 ／前上町婦人会会長
小笠原由江 ／前上町婦人会副会長
︵故︶塩野善丸 ／前双葉町内会副会長
吉田勇太郎 ／前西町町内会会長
長谷川生子 ／統計調査員

文化功労表彰

づくり教育フェア
﹁あなたのためのおべんと

宗岡中学校柵キッズ ／全国中学生創造もの

展覧会努力賞

髙橋武男 ／前市場はやし連会長
鈴木潔 ／前市場はやし連副会長
内田榮信 ／前美術協会会長
笠博昭 ／前短歌会事務局長
志木中学校美術部 ／第 回全日本学生美術
61

内線2002
問合せ／秘書広報課
介します。

交通安全功労表彰

部役員

橋田喜年男 ／前朝霞地区交通安全協会志木支

保健衛生功労表彰

須藤松江 ／前母子保健推進員
礒川利子 ／前食生活改善推進員
︵故︶
萩原ゆき ／同右

ボランティア功労表彰

どもの安全と健全育成活動

鈴木民雄 ／多年にわたる環境美化活動
上木町婦人部 ／同右
長沼節子 ／ 多年にわたる図書館サポーター活動
田井中近江 ／同右
地域で子どもを育てる会 ／多年にわたる子

み聞かせ活動

志木三小読み聞かせの会 ／多年にわたる読

／同右

学校応援団ボランティアおはなしぽけっと

志木第二中学校図書ボランティア ／多年に

わたる学校図書館ボランティア活動

善行表彰

石原和平 ／公共用地提供者

／同右

独立行政法人水資源機構利根導水総合事業所

川口信用金庫 ／金員寄附
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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︒

市 政功労感謝 状
池ノ内茂生 ／ 前固定資産評価審査委員会委員
︵故︶荒井一昌 ／同右

地 方自治功労 感 謝 状

綱島冏司 ／前寿町町内会会長
相原清子 ／統計調査員
市村奈津子 ／同右
藤原剛 ／同右

文化功労感謝状
市原芽衣 ／第 回県展入選︵日本画︶
五十嵐泉 ／同右
清水美代子 ／同右
鷲山正弘 ／第 回県展入選︵洋画︶
戸國日菜子 ／同右
深澤祥紀 ／第 回県展入選︵写真︶
志木第二中学校吹奏楽部 ／第 回埼玉県吹
奏楽コンクール中学校Ｂの部 銀賞受賞

志木中学校吹奏楽部 ／同コンクール中学校
Ａの部 銀賞受賞

スポーツ功労感謝状
決勝男子の部出場

柴原勇太 ／平成 年度関東小学生ゴルフ大会

会女子シングルス出場

鈴木陽菜 ／同大会決勝女子の部出場
関野里真 ／第 回関東中学校バドミントン大

回関東ブロックスポーツ少年団競技別

宗岡ミニバスケットボールスポーツ少年団／
第

交流大会出場

渡辺幸之祐 ／第６回関東少年少女空手道選手

志木中学校かしわ学級 ／第 回全日本障害

木下正雄 ／同右
山口弘子 ／前介護認定審査会委員
矢 田 泰 敏 ／前地域包括支援センター運営協議会

渡辺一之祐 ／第 回関東ブロックスポーツ少
年団競技別交流大会
︵空手道︶出場

権大会出場

者・高齢者フライングディスク競技大会出場

委員・前地域密着型サービス運営委員会委員

介護保険事業計画策 定 委 員 会 委 員

福住真由美 ／前明るい選挙推進協議会委員
大熊章只 ／同右
山下悦子 ／前民生委員・児童委員
櫻井喜代子 ／同右
後藤恵美子 ／同右
只野香折 ／同右
福居一夫 ／同右
石川晴枝 ／同右
金子純子 ／同右
石井順子 ／同右
本橋慶子 ／同右
二戸セツ ／前介護給付費等支給審査会委員
加 藤 浩 ／ 前 老 人 保 健 福 祉 計 画 審 議 会 委 員・ 前

58

21

須永瑛太 ／同右
久保山遥香 ／同右
滝沢実奈美 ／同右
髙橋凜太朗 ／第 回関東中学校柔道大会出場
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42
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第 回関東チアリーディング選手権大会出場

権田寛奈／同右
小野寺夏希 ／同右
小野寺岬 ／同右
丹羽朱音 ／同右
中澤理彩 ／同右
渡邉舞 ／同右
山田成美 ／同右
杉山晴香／同右
細田学園高等学校チアリーディング部 ／

選抜チーム出場

ロック大会少年女子バレーボール競技埼玉

飯田瑛士 ／ 第 回埼玉県空手道選手権大会出場
本田優季 ／平成 年度国民体育大会関東ブ
49

綱島紀代 ／前母子保健推進員
内藤三千代 ／同右
髙野洋子 ／同右
渡邊千惠子 ／同右
廣岡裕子 ／同右
金子貴子 ／同右

保健衛生功労感謝状

木支部役員

岩下悟朗 ／前朝霞地区安全運転管理者協会志

交通安全功労感謝状

後藤祐治 ／前大原自警消防隊員
加藤健二 ／同右

消防功労感謝状

る産業振興活動

清水運輸株式会社 ／プリントトラックによ

産業功労感謝状
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67
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武藤英夫 ／ 前情報公開・個人情報保護審議会委員
細田市郎 ／前宗岡五区町内会副会長
黒田節生 ／前宗岡四区町内会会長
正木敬二 ／前志木ハイデンス町内会副会長
石塚幸一 ／前大塚町内会副会長

栁下富 ／前食生活改善推進員

善行感謝状

株式会社 丸井 ／金員寄附
読売新聞朝霞支部 ／同右

朝霞地区交通安全協会 ／ランドセルカバー等寄贈

株式会社中川工務店 ／プール用コースロープ寄贈

セピアージュ ／積み木寄贈
清水白高 ／金員寄附
読売センター志木東部︑同志木西部︑同志
木柳瀬川︑同北朝霞 ／新聞閲覧台寄贈

内線３１２３

いろは子ども文化賞

学校教育課

いろは子ども文化賞には︑科学︑写
真︑ 美 術︑ 作 文 の ４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︑４部門あわせて２千742
点の応募をいただき︑各部門の最優秀
賞受賞者の表彰が行われました︒

鈴木 みさき
︵志木第二小学校６年︶

科学部門最優秀賞
︵応募総数１千６３８点︶

三井 らゐ
︵志木第三小学校１年︶

写真部門最優秀賞
︵応募総数２１９点︶

表 暖︵志木第二小学校６年︶

美術部門最優秀賞
︵応募総数１９３点︶

作文部門最優秀賞
︵応募総数６９２点︶

武井 紗衣︵志木第三小学校４年︶
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