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
︻表彰の対象︼
市政の伸展に貢献し︑その功
績が特に優れたもの

長沼 明 ／前市長
石原 和平 ／前副市長
内田 榮信 ／前教育委員会委員長

地方自治功労表彰
︻表彰の対象︼
地方自治の振興に貢献し︑そ
の功績が特に優れたもの

小日向 廣三 ／前農業委員会会長
小田野 渉 ／前農業委員会委員
細田 秀夫 ／前農業委員会委員
本田 弘 ／前情報公開・個人情報保護審査
会委員

平田 圭子 ／前情報公開・個人情報保護審
議会委員

清水
金子
木村
中園
佐藤
尾﨑
渡邉
佐野
塚越
村山
菊池
長山
森田
細田
秋田
武井

冨士男 ／前宗岡六区町内会会長
征二 ／前宗岡六区町内会副会長
勇 ／前宗岡六区町内会副会長
玉江 ／統計調査員
昇 ／市職員
誠一 ／市職員
八重子 ／市職員
雄一 ／市職員
秀文 ／市職員
修 ／市職員
宏子 ／市職員
陽子 ／市職員
喜代美 ／市職員
雄二 ／市職員
真美 ／市職員
香代子 ／市職員

教育功労︵社会教育︶
表彰

︻表彰の対象︼社会教育の振興に貢献し︑そ
の功績が特に優れたもの

地域で子どもを育てる会 ／通学区域にお
ける児童・生徒の健全育成活動
活動での青少年健全育成

内田 佳則 ／多年にわたるボーイスカウト

教育功労表彰

︻表彰の対象︼教育の振興に貢献し︑その功
績が特に優れたもの

西連寺 英範 ／中学校教諭
小野澤 清子 ／小学校教諭

文化功労表彰

︻表彰の対象︼文化の振興に貢献し︑その功
績が特に優れたもの

川俣 日出男 ／前市場はやし連会長

髙野 清作 ／前市場はやし連役員
︵故︶

ドン・キホーテ男声合唱団 ／多年にわたる

大内 滿 ／前市場はやし連役員
︵故︶

文化振興活動

コ ー ロ・ ク ラ ベ リ ー ト ス 女 声 合 唱 団 ／

回全日本珠算技能競技大

多年にわたる文化振興活動

横山 伶央 ／第
会出場

権田 瞬一 ／第 回日展第５科書入選
小淵 義明 ／第 回日展第５科書入選
山沢 優子 ／第 回記念全国高等学校定時

制通信制生徒生活体験発表大会文部

科学大臣賞受賞

細田学園高等学校チアリーディング部

回全日本高等学校チアリーデ

宗岡ミニバスケットボールスポーツ少年団
／第 回全国ミニバスケットボール

︻表彰の対象︼スポーツの振興に貢献し︑そ
の功績が特に優れたもの

スポーツ功労表彰

ィング選手権大会出場

／第

23

会出場

大橋 力也 ／第 回全日本少年サッカー大

大会優勝

44

滝澤 健次 ／第 回全国中学校水泳競技大
会 男 子 2 0 0 個 人 メ ド レ ー・ 4 0

0

個人メドレー出場

m

前学校医

照子 ／前交通指導員
五郎 ／前愛宕町町内会会長
武男 ／前市場町内会会長
安暉 ／前市場町内会副会長
謙次 ／前宗岡五区町内会副会長

32

60 44 44

37

53

中川 進一 ／前保護司
村田 郁 ／前介護認定審査会委員
瀬戸
金子
髙橋
綱島
大熊

m

総合福祉センター】

25年度 【10月26日（土）

政功労者表彰

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、
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。表彰され
14団体のみなさん（個人・団体、順不同・敬称略）をご紹介します。
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高橋 凜 ／JOCジュニアオリンピックカ
ップ第 回全国都道府県対抗中学バ

ズ2013出場

谷村 大和 ／マンチェスターユナイテッド
プレミアカップワールドファイナル

さまざま

レーボール大会埼玉県代表

森 海人 ／第 回国民体育大会冬季大会ス
キー競技会出場

細田学園高等学校水泳部 ／平成 年度
全国高等学校総合体育大会水泳競技
女子400ｍ メドレーリレー出場

細田学園高等学校バドミントン部 ／平
年度全国私立高等学校選抜バド
成

ミントン大会出場
年度全国高等学校総合体育大会

細田学園高等学校バレーボール部 ／平
成
女子バレーボール競技大会出場

濵﨑 六三 ／躰道指導者
里村 憲治 ／少年野球指導者

社会福祉功労表彰
︻表彰の対象︼
社会福祉の増進に寄与し︑そ
の功績が特に優れたもの

武山 照子 ／前老人クラブ連合会副会長

消防・防災功労表彰

︻表彰の対象︼ボランティア活動において地
域社会の発展と振興に貢献し︑その功績
が特に優れたもの

ボランティア功労表彰

地方自治功労感謝状

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︒

感謝状

菅野 秀男 ／多年にわたる環境美化活動
菅野 トキ ／多年にわたる環境美化活動

︻表彰の対象︼
消防または防災の業務に貢献
し︑その功績が特に優れたもの

吉川 守 ／前消防団副団長
金子 実 ／前消防団分団長
竹原 利之 ／前消防団分団長
篠原 隆幸 ／前消防団班長
田島 勝義 ／前消防団員
小山 勝己 ／前宗岡五区自警消防隊隊長
髙野 清作 ／前市場自警消防隊隊員
︵故︶
中森 誠一 ／前久保自警消防隊隊員
平塚 健二 ／前仲町自警消防隊隊員
並木 一二 ／前仲町自警消防隊隊員
木下 貞男 ／前宗岡六区自警消防隊隊員

交通安全・防犯功労表彰
︻表彰の対象︼
交通安全または防犯に尽力し︑
その功績が特に優れたもの

文化功労感謝状

一二三 二枝 ／前華道連盟副会長
中田 晴代 ／第 回県展入選︵工芸︶
北村 滋敏 ／第 回県展入選︵写真︶
柴﨑 隆 ／第 回県展入選︵写真︶
延谷 たか子 ／第 回県展入選︵写真︶
鷲山 正弘 ／第 回県展入選︵写真︶
志木中学校吹奏楽部 ／ 第 回西関東吹奏

63 63

の部銀賞受賞

回関東中学校バスケットボール

回関東中学校バドミントン大会出場

中里 彩花 ／平成 年度関東高等学校水泳

第

志木第二中学校バドミントン部女子 ／

大会出場

第

尾﨑 完二 ／パークゴルフ指導者
秋山 将太 ／ 第 回関東中学校柔道大会出場
志木中学校男子バスケットボール部 ／

スポーツ功労感謝状

楽コンクール中学校部門

63

競技大会女子100ｍ 背泳出場

森谷 祐香 ／平成 年度関東高等学校水泳

競技大会女子100ｍ 背泳出場

藤原 雅 ／ 平成 年度関東高等学校水泳競

技大会女子400ｍ 個人メドレー出場

小山 葉月 ／平成 年度国民体育大会関東

ブロック大会少年女子バレーボール

競技埼玉選抜チーム出場

須貝 伸一 ／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

松宮 茉莉亜 ／平成 年度国民体育大会関

丸一 佳夏 ／平成 年度国民体育大会関東
ブロック大会少年女子バレーボール

競技埼玉選抜チーム出場

田中 武 ／前城町内会副会長
蓮見 義雄 ／前大塚町内会副会長
細田 武男 ／前宗岡四区町内会会長

浅野 寛治 ／前学校医
大熊 静江 ／前民生委員・児童委員
関根 正行 ／前朝霞地区交通安全協会志木
小日向 廣三 ／前都市計画審議会委員
支部常任理事
池ノ内 准子 ／前都市計画審議会委員
星野 昭次郎 ／前下水道事業審議会会長
保健衛生功労表彰
市ノ瀨 征雄 ／前下水道事業審議会委員
︻表彰の対象︼
保健衛生の改善向上に寄与し︑ 三木 具子 ／前下水道事業審議会委員
酒井 智 ／前水道運営審議会委員
その功績が特に優れたもの
清水 純代 ／前水道運営審議会委員
横山 美津江 ／前水道運営審議会委員
衣里 ／前食生活改善推進員
和子 ／前母子保健推進員
せつ ／前母子保健推進員
和子 ／前母子保健推進員
昌子 ／前母子保健推進員
富 ／前母子保健推進員
ひとみ ／前母子保健推進員

ル競技埼玉選抜チーム出場

東ブロック大会少年女子バレーボー

25

市政の

須貝 伸一 ／前社会福祉法人志木市社会福
祉協議会会長

佐藤
有川
柴野
棚池
小藥
栁下
髙橋

A 19

63

25

25

25

25

た136人・
25

63

38

25

市
27

68

瀬田 義治 ／前社会福祉法人志木市社会福
祉協議会理事
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43

44

平成
25

25

久保田 芽 ／平成 年度国民体育大会関東
ブロック大会少年女子バレーボール
競技埼玉選抜チーム出場

大久保 奈美 ／平成 年度国民体育大会関
東ブロック大会少年女子バレーボー
ル競技埼玉選抜チーム出場

山田 真由美 ／平成 年度国民体育大会関
東ブロック大会少年女子バレーボー
ル競技埼玉選抜チーム出場

大塚 海月 ／平成 年度国民体育大会関東
ブロック大会少年女子バレーボール
競技埼玉選抜チーム出場

髙橋 莉奈 ／平成 年度国民体育大会関東
ブロック大会少年女子バレーボール
競技埼玉選抜チーム出場
ブロック大会少年女子バレーボール

石井 風吹 ／平成 年度国民体育大会関東
競技埼玉選抜チーム出場

戸田 麻菜美 ／平成 年度国民体育大会関
東ブロック大会少年女子バレーボー
ル競技埼玉選抜チーム出場

深谷 優 ／ 平成 年度埼玉県私立高等学校バ

川島 世奈 ／平成 年度埼玉県私立高等学

バドミントン大会女子ダブルスＡ第３位

吉田 美涼 ／ 平成 年度埼玉県私立高等学校

ドミントン大会女子ダブルスＡ第３位

24

校 バ ド ミ ン ト ン 大 会 女 子 ダ ブ ル スＢ
第２位

生田目 恵里 ／平成 年度埼玉県私立高等
学校バドミントン大会女子ダブルス
Ｂ第２位

社会福祉功労感謝状
︵故︶
佐藤 國𠮷 ／ 前老人クラブ連合会副会長
大野 進 ／前老人クラブ連合会副会長

111点

【写真部門】 応募総数

25

25

25

24

36点

【科学部門】 応募総数

25

25

25

25

24

24

平成25年度 いろは子ども文化賞
にする心」を養い、子どもたちに豊かな感性や表現力、創造

いろは子ども文化賞は、
「ふるさとを愛し、見つめ、大切
力をはぐくむ」ために創設されたものです。いろは子ども文

化賞には、科学、写真、美術、作文部門の４つの部門があり、
市内在住の中学生以下の子どもたちを対象にしています。
門の最優秀賞受賞者の表彰が行われました。

今回は、４部門あわせて、556点の応募をいただき、各部

ふるさと科学賞 − 最優秀賞 −

宗岡第四小学校 ３年

細田 千夏

「花・葉・木のずかん」

いつも庭の草花や育てている野菜などの観察をしています。
きれいな花や変わった葉っぱなど、ランキングをつけながら
観察していたので、楽しく作品を作ることができました。

いろは子ども映像賞 − 最優秀賞 −

志木第三小学校 ３年

根本 涼芽

「ふたりで、ないしょ話！」

市内のいろいろなところに置かれているカッパ像が大好き
です。石の中でかくれんぼしているようなカッパさんがかわ
いらしく撮れたので、とてもよかったです。
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伊藤 典昭 ／前老人クラブ連合会副会長

消防・防災功労感謝状
齋 明 ／前宗岡六区自警消防隊副隊長
山﨑 東吉 ／前宗岡四区自警消防隊隊員
山口 雄三 ／前市場自警消防隊隊員

スイ ／前母子保健推進員
君子 ／前母子保健推進員
久仁子 ／前母子保健推進員
美知子 ／前食生活改善推進員

保健衛生功労感謝状
齋藤
大野
武村
寺井

善行感謝状
株式会社フジケン ／公共用地提供者等
須田 勇 ／公共用地提供者等
衛藤 博文 ／公共用地提供者等
美内 豊治 ／公共用地提供者等
髙橋 正文 ／公共用地提供者等
髙橋 美 ／公共用地提供者等
滝口 勉 ／公共用地提供者等
脇 二郎 ／公共用地提供者等
細田 彌三郎 ／公共用地提供者等
︵故︶
能登原 守 ／公共用地提供者等
渡井 多津子 ／公共用地提供者等
渡井 善治 ／公共用地提供者等
小松 俊悦 ／公共用地提供者等
志木市建設業防災協力会 ／発電機寄贈
清水 洋 ／金員寄附
川口信用金庫 ／金員寄附
石原 和平 ／金員寄附

応募総数 169点

いろは子ども文学賞
− 最優秀賞 −

「このせきにどうぞ」

自分の感想をうまく書く
ことができたと思います。
そのうえ、いろは子ども
文化賞の受賞もできて、と
てもうれしいです。
いました︒あきらがたったとたん︑お

けてゆずろうか︑ゆずらないか考えて

中でたいへんそうなおじいさんを見つ

それは︑主人公のあきらが︑バスの

本をよんで心があったかくなりました︒

わたしは︑
﹁このせきにどうぞ﹂
という

りました︒あきらは︑とってもうれし

おりたおじいさんが︑あきらに手をふ

よかったと思いました︒バスの中から

いてくれていたんだ︑ゆう気をだして

おりていきました︒おじいさんはきづ

ました︒おじいさんは︑バスの中から

そしてあきらのかたをぽんとたたき

おしておりようとしているのをみまし

たのです︒おじいさんが赤いボタンを

しました︒でもあきらは︑くやしかっ

ました︒そしたら周りの人までほっと

した︒おねえさんは︑にっこりわらい

に﹂といっておじいさんは︑すわりま

ま し た︒
﹁ こ れ は ど う も︑ ご し ん せ つ

きをゆずっているのをあきらがみてい

ていてすわれないでケガをしている人

じいちゃんやおばあちゃんなどこまっ

ん車でおなかに赤ちゃんのいる人やお

てやさしい人になるために︑バスやで

だして言えるような人になり︑つよく

しくて言えないようなことをゆう気を

した︒そしてわたしもこれからはずか

とても心がやさしい人なんだと思いま

たかくなりました︒主人公のあきらは︑

わたしは︑この本をよむと心があっ

た︒あきらの耳もとでおじいさんが小

れなくても︑ゆずって人をうれしいき

を見たば合には︑あきらのようにゆず
﹁えっ﹂

も ち に し た い で す︒ だ か ら バ ス で は︑

ゆう気をだしてゆずりたいです︒

あきらは︑なんのことだかわかりませ

さい声で
﹁さっきは︑ありがとう﹂

た︒そのおねえさんがおじいさんにせ

にいさんがすわってしまいました︒そ

めんね︒
﹂

していたんだよね︒気がつかなくてご

﹁わたしにせきをゆずってくれようと

有家 紗奈

くなりました︒

有家 紗奈

志木第四小学校 ２年

のうしろでおねえさんの声がしまし

志木第四小学校二年

このせきにどうぞ

【作文部門】
んでした︒
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240点

【美術部門】 応募総数

ふるさと絵画賞 − 最優秀賞 −
志木第二小学校 ５年

田中 綾ノ

「宝幢寺でのゆかいなカッパたち」

絵を描くことが大好きで、小さいときからかわいらしい小物
やくだものなどのデッサンをしていました。これからもいろい
ろな絵をたくさん描いていきたいです。

