
＜社会福祉功労者＞ 8 名 
清水 外弘(市視覚障害者協会) 福井 憲夫(東部) 南 千賀子(池多) 地橋 保男(水橋中部)  

碓井 義博(水橋西部) 大門 満(上条)  瀬川 進(船峅) 竹中 操(大沢野北部) 

 

＜老人クラブ活動功労者＞ 19名 
黒崎 晃一郎(五番町) 村井 宏(五番町) 和田 豊(柳町) 金山 圭子(清水町) 岩崎 重臣(西田地方) 

笹倉 澄子(西田地方) 前田 平吉(太田) 廣里 成八(太田) 岡島 芳行(奥田北) 日合 美智子(奥田北) 

榊原 永治(岩瀬) 德永 章(岩瀬) 冨塚 眞一(岩瀬) 中島 慎介(大沢野南部) 松田 稔(大久保)  

北村 孝之(大庄) 漆間 貞夫(鵜坂) 梶原 昭(古里) 平井 恵作(古里) 

＜優良老人クラブ＞ ３団体 

高原本町高砂会  上袋袋寿会  大久保西部ちとせ会 

 

  （敬称略／順不同） 

 

 

 

 

◆富山市長表彰 

◆富山市長感謝 

＜民生委員児童委員永年勤続＞ 94名 
齊藤 博之(総曲輪) 安川 和久(柳町) 山之上 孝子(清水町) 田畑 則子(清水町) 久保 暲秀(清水町) 

平木 あゆみ(清水町) 土地 敦子(星井町) 佐々木 淑子(星井町) 松住 美紀(星井町)  

藤巻 久美(西田地方) 河上 秀雄(西田地方) 千田 恵子(堀川南) 能瀬 由紀子(光陽) 古家 恵子(光陽) 

山野 由美子(光陽) 髙栁 恵理子(光陽) 見角 芳子(東部) 高谷 文子(東部) 増百 葉子(東部) 

高木 清信(奥田) 山田 義和(奥田) 杉田 昌代(奥田) 朝岡 幸吉(奥田北) 押上 美代子(奥田北) 

北口 洋子(奥田北) 東 珠枝(奥田北) 廣吉 昌代(奥田北) 野村 美智子(桜谷) 澤田 智津子(桜谷) 

中村 和子(五福) 福村 文輝(五福) 政二 靜子(五福) 高松 ひとみ(神明) 島崎 由記美(神明) 

中土 貞保(神明) 米谷 徹(岩瀬) 牧野 美保子(萩浦) 吉田 進(萩浦) 山田 晴美(浜黒崎) 

野田 惠子(浜黒崎) 谷井 美智子(浜黒崎) 吉田 美恵子(針原) 永原 勇(豊田) 仙田 晴美(豊田) 

森本 直美(広田) 倉田 俊三(広田) 和田 保男(新庄) 有藤 和子(新庄北) 古川 佐代子(山室) 

松井 幸子(山室) 石田 勝彦(山室中部) 肥田 久子(山室中部) 宮越 義夫(蜷川) 松井 美代子(蜷川) 

土田 美惠子(蜷川) 植野 重則(新保) 安守 秀子(熊野) 越前 玲子(月岡) 大塚 勝彦(八幡) 

高原 一美(呉羽) 黒田 宗和(長岡) 氷見 康子(長岡) 西村 信男(老田) 鈴木 範子(池多) 

藤田 昇(池多) 辻澤 哲治(水橋西部) 髙島 髙志(水橋西部) 柳谷 百合子(水橋東部) 石黒 幸恵(三郷) 

泉 美佐(上条) 黒川 隆弘(大沢野) 杉下 眞弓(大沢野) 髙瀬 明(大久保) 中田 博美(上滝) 

久保 良幸(大庄) 大作 由紀子(大庄) 加藤 友子(大庄) 齊藤 國雄(福沢) 舘谷 信次(八尾) 

廣川 秀一(保内) 粂田 勇雄(保内) 川波 宣慶(八尾南) 𠮷川 亨(速星) 松井 正春(速星) 

横山 伸一(速星) 藤川 文江(速星) 島田 英世(鵜坂) 西村 隆博(朝日) 水馬 純子(朝日) 

脇 功巳(宮野) 秋山 直子(宮野) 小澤 信作(古里) 若林 清美(音川) 佐田 保(細入) 

 

＜保護司永年勤続＞ 7名 
中野 仁(東部) 赤田 見心(東部) 土田 保治(東部) 西森 修一(東部) 髙橋 惠美子(西部) 

北川 靜子(南部) 淺野 則夫(婦負) 

 

◆富山市社会福祉協議会長表彰 

＜社会福祉功労＞ ２３名 
 山田 健二(総曲輪) 加藤 眞也(東部) 江村 克也(藤ノ木) 西野 至通(桜谷) 石割 雅弘(倉垣) 

 日南田 泰弘(堀川南) 宮田 﨣(光陽) 木戸 和一(蜷川) 寺林 武則(熊野) 眞田 峰夫(月岡) 

 高田 幸子(萩浦) 飯田 文雄(浜黒崎) 野﨑 一幸(下タ北部) 二口 和幸(船峅) 熊田 順一(大沢野北部) 

 鈴木 金次郎(八尾) 宮田 ゆきゑ(大長谷) 藤井 宗利(細入) 百瀬 文子(市遺族会)  

熊本 裕美子(市食生活改善推進連絡協議会) 尾久 蓉子（市食生活改善推進連絡協議会） 

 鈴木 啓子（市保健推進員連絡協議会） 馬場 みち子（市保健推進員連絡協議会）  

 

＜ボランティア功労（団体の部）＞ ２団体 
 梅の湯ボランティア   ゆうゆう会 

 

＜社会貢献功労＞ １団体 
 なのはな農業協同組合 青年部、女性部 


