月 日、市制施行 周年記念式
市功労表彰
典では、令和 年度の市功労者表彰
【
特別地方自治】
渡辺 信英（仙台市）
および感謝状の贈呈が行われ、各分
野で功績のあった方と市政推進のた 【特別社会福祉】
関谷 政一（中央一丁目第一）
めに支援いただいた 人、 団体の
髙藤 道夫（館下第二）
皆さまの代表者に表彰状などが手渡
人見 浩（仙台市）
されました。
大友 廣雄（松ケ丘第二）
佐藤 ミキ子（柴田町）
受賞された方を紹介します。
（順不同・敬称略） 南舘 公雄（桑原第一）
遠藤 裕三（中央一丁目第一）
有田 大作（仙台市）
伊藤 美奈（仙台市）
福地 英夫（三色吉中）
【特別消防】
森 一浩（恵み野東）
佐 宏（桜第二）
新田 忠晴（根方北）
小助川 進（桑原第一）
【地方自治】
庄司 卓郎（矢野目中）
【教育・文化】
保科 桂子（本町第一）
遠藤 要子（二木第二）
猪股 俊郎（根方南）
酒井 信幸（中央一丁目第一）
渡邊 登志雄（亘理町）
【社会福祉】
千 宗久（朝日東第二）
森 武人（仙台市）
安孫子 洋（たけくま第二東）
人見 浩（仙台市）
11
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小坂 健（仙台市）
渡邊 榮一（玉崎下）
【統計調査】
齋 公男（吹上第三）
大友 博（矢野目中）
佐藤 定一（土ケ崎第三）
宍戸 洋子（北長谷北）
【保健衛生】
小川 洋一（仙台市）
人見 浩（仙台市）
松島 忠夫（土ケ崎第二）
真嶋 光（末広）
青木 恭規（中央一丁目第二）
廣木 貞一（中央一丁目第一）
庄司 美智子（たけくま第一東）
武田 浩子（早股下二）
【納税貯蓄】
布木 修（中央一丁目第二）
【消防】
髙橋 淳一（矢野目下一）
渡邊 正行（早股中）
大久 祐一（林二）
三津石 博幸（矢野目下一）
渡邉 考一（早股中）
庄司 浩史（早股上）

フレスコ株式会社
（福島県）
（岩沼市）
金蛇水神社
岩沼ロータリークラブ （岩沼市）
（岩沼市）
株式会社小野配管
株式会社たたみ工房ゆさ （岩沼市）
株式会社渡辺サービスセンター
（岩沼市）
（仙台市）
株式会社畑惣商店
ネッツトヨタ仙台株式会社（仙台市）
リネットジャパングループ株式会社
（愛知県）
ＮＰＯ法人ブックサポートＯＮＥ
（愛知県）
（岩沼市）
（岩沼市）
（岩沼市）
（岩沼市）























（東京都）
ＮＰＯ法人どんぐりモンゴリ
（愛知県）
一般社団法人千年希望の丘協会
（岩沼市）
ＴＯＹＯＴＩＲＥ株式会社仙台工場
（岩沼市）
（東京都）

公益財団法人鎮守の森のプロジェクト

澁谷 誠（広島県）
一般社団法人森の防潮堤協会
（仙台市）

感謝状（千年希望の丘支援）

丹野 一（仙台市）

感謝状（震災復興支援）

有限会社中央総合商事
北長谷米米倶楽部
岩沼市農業協同組合
岩沼建設産業同友会





感謝状




アサヒグループホールディングス株
（東京都）
式会社
一般社団法人宮城県建設業協会名亘
（岩沼市）
支部
明治安田生命保険相互会社仙台支社
（仙台市）
（福島県）
（仙台市）
（岩沼市）











石油資源開発株式会社
株式会社メガネの相沢
岩沼ライオンズクラブ
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※匿名希望の方を除き、掲載しています。

功績と功労をたたえて

表彰された方々を紹介します




国や県などの表彰
国 や 県 な ど の 表 彰 を 紹 介 し ま す。
青木 正一（土ケ崎第三）

小野寺 薫（松ケ丘第二）

宮城県交通安全功労者等表彰

交通安全関係

佐藤 美津江（下野郷上）

東北地方保護司連盟会長表彰

安島 敏子（桜第一西）

全国保護司連盟理事長表彰

保護司配偶者内助功労関係

危険業務従事者叙勲
加藤 一昭（相の原第二）

布田 アイ子（桑原第二）

松岡 タエ子（桑原第三）

東北地方更生保護女性連盟会長表彰

更生保護女性会関係

おめでとうございます。
長田 芳子（押分）

瑞宝双光章（防衛功労）
相澤 サエ子（矢野目下一）

大友 武夫（桜第一東）

阿部 浩昭（中央三丁目第二）
議会関係

仙台保護観察所長感謝状

加藤 ち江子（玉崎下）

宮城県更生保護女性連盟会長表彰

安野 貴智（松ケ丘第一）
全国市議会議長会表彰

牛澤 利子（土ケ崎第一北）

長崎 浩治（三色吉北）
瑞宝双光章（警察功労）
櫻井 隆（早股下一）

地方自治功労

「文 化 の 日 」 県 知 事 表 彰

千葉 君雄（桜第五）

東北地方保護司連盟会長表彰

國井 眞一（中央二丁目）

森 武雄（桑原第一）

彰

全国民生委員児童委員連合会会長表

社会福祉関係

佐藤 美津江（下野郷上）

宮城県更生保護協会理事長感謝状

渡邉 正人（北長谷北）
瑞宝単光章（防衛功労）
保護司関係

宍戸 幸次（北長谷北）

宮城県知事感謝状

菅野 一枝（土ケ崎第一南）

石森 隆太（栄町南）

産業功労

折原 美根子（栄町東）

半沢 美智子（栄町南）

寄付寄贈いただきました

月 日、明治安田生命保険相

日に高齢者介護に活用

ご厚意に感謝します。

枚を寄贈いただきました。

いただくものとしてタオル120

また、

用されます。

た。寄付金はまちづくり全般に活

互会社から寄付金をいただきまし

4

19

全国保護司連盟理事長表彰

大友 浩幸（中央三丁目第一）

仙台保護観察所長表彰

▲明治安田生命保険相互会社
仙台支社名取営業所
野中那々子営業所長（右）

小林 秀明（二木第二）

宮城県社会福祉功労者知事表彰

岩渕 倫子（土ケ崎第三）
宮城県更生保護協会理事長表彰

社会福祉事業篤志奉仕者 民生委

勲（恵み野東）

消防防災功労

佐藤 雅晴（下野郷上）

員・児童委員

佐
村上 良幸（館下第二）

板橋 肈子（桜第四）

佐藤 美津江（下野郷上）

禎二（たけくま第二東）

渡

折原 美根子（栄町東）

宮部 淳子（朝日東第一）

国際交流功労
川村 智子（相の原第二）

社会福祉事業従事者
伊藤 栄子（林一）
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