
平成２６年度 市政功労者表彰について 

 

関市では、毎年１０月１５日の市制記念日に、各分野で活躍され、市の発展にご尽力され

ました方々に対して、その功績をたたえ表彰を行っています。 

６４周年を迎える今年、市政功労表彰を受けられる方々は、次の２５名の皆様です。また、

市長感謝状を、美事善行の４団体、市に対して多額の寄付をされた３名（団体含む）の方々、

そして、今年度は武儀郡５町村と合併して１０年目を迎えることから、特に地域審議会委員

として地域のまちづくりに貢献された３４名の方々にも贈ります。 

 

◎日 時 平成２６年１０月１５日（水）午前１０時３０分から 

◎場 所 わかくさプラザ多目的ホール 

◎来 賓 太田市議会議長、林県議会議員、酒向県議会議員、岸田名誉市民 

 

【市政功労表彰対象者・２５名】                    ＜敬称略＞ 

氏 名 ふりがな 住 所 功       績 

山中 一義 やまなか かずよし 竪切南 
多年、自治連役員として組織の連携や地域コミュニティの

向上に貢献 

後藤 雄介 ごとう ゆうすけ 本町４ 多年、商工業の振興と発展に貢献 

鈴木 良春 すずき よしはる 西田原 多年、刃物産業の振興と発展に貢献 

河合 正則 かわい まさのり 上之保 多年、地域産業の活性化と商工会の振興に貢献 

岩佐 昌秋 いわさ まさあき 池尻 多年、鵜匠として小瀬鵜飼の保存と継承に貢献 

山田 幸正 やまだ ゆきまさ 倉知 多年、土木水利委員として土木行政の推進に貢献 

大岩 寿喜子 おおいわ すきこ 春里町３ 多年、保育事業に携わり社会福祉の推進に貢献 

杉山 和晃 すぎやま かずあき 大平町１ 多年、民生委員児童委員として福祉の増進に貢献 

水口 勲 みずぐち いさお 豊岡町２ 多年、民生委員児童委員として福祉の増進に貢献 

塚原 國弘 つかはら くにひろ 鋳物師屋５ 多年、民生委員児童委員として福祉の増進に貢献 

井上 豊治 いのうえ とよじ 武芸川町谷口 多年、民生委員児童委員として福祉の増進に貢献 

小林 博子 こばやし ひろこ 津保川台１ 多年、民生委員児童委員として福祉の増進に貢献 

長屋 正信 ながや まさのぶ 板取 多年、民生委員児童委員として福祉の増進に貢献 

大野 恭三 おおの きょうぞう 小野 多年、保護司として更生保護の推進に貢献 

紀藤 昌行 きとう しょうこう 東日吉町 多年、保護司として更生保護の推進に貢献 

東 隆雄 あずま たかお 岐阜市 多年、地域医療と保健衛生の向上に貢献 

堀田 智仁 ほった ともひと 貸上町 多年、地域医療と保健衛生の向上に貢献 

中西 茂樹 なかにし しげき 小瀬 多年、地域医療と保健衛生の向上に貢献 



伊佐地 英俊 いさじ ひでとし 吉本町 多年、国際交流協会役員として国際交流事業の推進に貢献 

牛丸 道子 うしまる みちこ 旭ヶ丘１ 多年、国際交流協会役員として国際交流事業の推進に貢献 

山口 正昭 やまぐち まさあき 富加町 
多年、ラグビー協会役員としてラグビーの普及と選手の育

成に貢献 

川嶋 伸子 かわしま のぶこ 竪切南 多年、納税思想の普及と納税成績の向上に貢献 

田中 健児 たなか けんじ 東新町３ 多年、納税思想の普及と納税成績の向上に貢献 

小川 壽一 おがわ じゅいち 肥田瀬 多年、防災指導員として地域の防災活動の推進に貢献 

髙井 章 たかい あきら 塔ノ洞 多年、防災指導員として地域の防災活動の推進に貢献 

【市長感謝状対象者・４１名（団体含）】 

千代ヶ丘五三会 ちよがおかごさんかい 広見 多年、広見地域内の環境美化と桜の保全に貢献 

桜鯉育会 おうりくかい 西町 多年、吉田川の環境美化と桜の保全に貢献 

ユニー㈱ピアゴ関店  ぴあごせきてん 片倉町 多年、献血場所を提供し、献血意識の向上に貢献 

中部学院大学 
ちゅうぶがくいんだい

がく 
桐ヶ丘２ 多年、献血場所を提供し、献血意識の向上に貢献 

服部 曻 はっとり のぼる 倉知 産業振興のために多額の寄付 

㈱光製作所 ひかりせいさくしょ 笠松町 関市立図書館の蔵書を充実させるために多額の寄付 

和田 茂 わだ しげる 津保川台２ 防災備蓄倉庫等の敷地として土地を寄付 

後藤 徹 ごとう とおる 洞戸市場 多年、地域審議会委員として地域のまちづくりに貢献 

武藤 道彦 むとう みちひこ 洞戸高賀 多年、地域審議会委員として地域のまちづくりに貢献 

小見山 政孝 こみやま まさたか 洞戸飛瀬 多年、地域審議会委員として地域のまちづくりに貢献 

江崎 久夫 えさき ひさお 洞戸菅谷 多年、地域審議会委員として地域のまちづくりに貢献 

野村 茂 のむら しげる 洞戸市場 多年、地域審議会委員として地域のまちづくりに貢献 

長屋 勝彦 ながや かつひこ 板取 多年、地域審議会委員として地域のまちづくりに貢献 

長屋 敏 ながや さとし 板取 多年、地域審議会委員として地域のまちづくりに貢献 

長屋 賢治 ながや けんじ 板取 多年、地域審議会委員として地域のまちづくりに貢献 

長屋 邦良 ながや くによし 板取 多年、地域審議会委員として地域のまちづくりに貢献 

長屋 正幸 ながや まさゆき 板取 多年、地域審議会委員として地域のまちづくりに貢献 

長屋 久直 ながや ひさなお 板取 多年、地域審議会委員として地域のまちづくりに貢献 

長屋 照子 ながや てるこ 板取 多年、地域審議会委員として地域のまちづくりに貢献 

長屋 恵子 ながや けいこ 板取 多年、地域審議会委員として地域のまちづくりに貢献 

田中 善隆 たなか よしたか 板取 多年、地域審議会委員として地域のまちづくりに貢献 

澤井 基光 さわい もとみつ 武芸川町谷口 多年、地域審議会委員として地域のまちづくりに貢献 



井上 久朗 いのうえ ひさろう 武芸川町谷口 多年、地域審議会委員として地域のまちづくりに貢献 

相宮 千秋 あいみや ちあき 武芸川町八幡 多年、地域審議会委員として地域のまちづくりに貢献 

早川 紀和 はやかわ のりかず 武芸川町八幡 多年、地域審議会委員として地域のまちづくりに貢献 

田内 修 たうち おさむ 武芸川町宇多院 多年、地域審議会委員として地域のまちづくりに貢献 

岩田 幸子 いわた ゆきこ 武芸川町跡部 多年、地域審議会委員として地域のまちづくりに貢献 

西田 作馬 にしだ さくま 武芸川町高野 多年、地域審議会委員として地域のまちづくりに貢献 

美濃羽 哲彦 みのわ てつひこ 中之保 多年、地域審議会委員として地域のまちづくりに貢献 

土屋 昭雄 つちや てるお 富之保 多年、地域審議会委員として地域のまちづくりに貢献 

打田 穂積 うちだ ほずみ 下之保 多年、地域審議会委員として地域のまちづくりに貢献 

美濃羽 治樹 みのわ はるき 中之保 多年、地域審議会委員として地域のまちづくりに貢献 

加藤 桂 かとう かつら 上之保 多年、地域審議会委員として地域のまちづくりに貢献 

河合 正則 かわい まさのり 上之保 多年、地域審議会委員として地域のまちづくりに貢献 

長尾 匡雄 ながお まさお 上之保 多年、地域審議会委員として地域のまちづくりに貢献 

宇佐見 勝彦 うさみ かつひこ 上之保 多年、地域審議会委員として地域のまちづくりに貢献 

波多野 源司 はたの げんし 上之保 多年、地域審議会委員として地域のまちづくりに貢献 

河合 武幸 かわい たけゆき 上之保 多年、地域審議会委員として地域のまちづくりに貢献 

多治見 昭男 たじみ てるお 上之保 多年、地域審議会委員として地域のまちづくりに貢献 

波多野 昭男 はたの てるお 上之保 多年、地域審議会委員として地域のまちづくりに貢献 

藤村 景子 ふじむら けいこ 上之保 多年、地域審議会委員として地域のまちづくりに貢献 

 



平成２６年度関市教育委員会表彰式 
 

関市教育委員会では、関市教育委員会規則に基づき、毎年１０月１５日の市制記念日に教

育功労者の功績をたたえ表彰を行っています。平成２６年度の被表彰者は次の９名の皆様

です。 

 

◎日 時  平成２６年１０月１５日（水） 午後１時３０分から 

◎場 所  市役所１階 市民ホール 

◎来 賓  尾関市長 太田市議会議長 

◎被表彰者 

氏   名 住  所 功          績 

小川 鉄夫 小迫間 少年補導員として、青少年の健全育成に貢献 

足立 由紀芳 小瀬 少年補導員として、青少年の健全育成に貢献 

大澤 五郎 若宮町 スポーツ推進委員として、スポーツの普及に貢献 

大野 照美 武芸川町跡部 スポーツ推進委員として、スポーツの普及に貢献 

櫻井 知里 西田原 スポーツ推進委員として、スポーツの普及に貢献 

長尾 宏 竪切北 スポーツ推進委員として、スポーツの普及に貢献 

加藤 みどり 倉知 全日本女子パワーリフティング選手権大会に出場し、日本新記録を樹立 

五藤 怜奈 岐阜市 世界ジュニア陸上競技選手権大会などに出場し、優秀な成績を収めた 

加藤 元人 名古屋市 円空に関する書籍などを寄贈 
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