
 

                                                          

●社会教育の振興に貢献【社会教育委員】 

浅 野  尚 榊原   廣 永作  成子 

 

●スポーツの振興に貢献【スポーツ推進員】 

畔蒜  健二 飯田 美智子 伊橋  貞行 

大﨑  保司 片野  富夫 亀井  典子 

日下  伸一 黒川  和二 小林  克己 

佐藤  善貞 椎名  春枝 菅佐原 伸昭 

菅谷  勝一 鈴木  一郎 高梨   浩 

長崎  郁子 平野  彰作 平山 江身子 

藤﨑  房子 古林  久明 松本  伸一 

宮澤  俊隆 村上  光男  

 

●スポーツの振興に貢献【水上スポーツ指導員】 

向後  典昭 七五三 昌男 野中  誠一 

堀越  慎二   

 

●青少年の健全育成に貢献【青少年相談員】 

金子  浩章 
 

●伝統文化・文化財の保存・継承・振興に貢献 

絵鳩  昌之 髙橋  賢一 西 野  元 

福本  忠義 山﨑  香芳  

 

 

 

 

 
 

 

（お名前表記の常用漢字等の使用をご容赦願います。） 

香取市合併 10周年記念表彰者名簿 
（順不同・敬称略） 

 

１  特別表彰等 

（１）特別功労表彰 

●市民協働のまちづくりに貢献 

（市民協働の仕組み及び香取市まちづくり条例の制定に貢献） 

・森田   朗 （国立社会保障・人口問題研究所 所長） 

・鈴木 庸夫 （明治学院大学法科大学院 教授） 

・関谷  昇 （千葉大学法政経学部 教授） 
 

（２）感謝状 

●東日本大震災における復旧・復興に貢献 

・国土交通省関東地方整備局 

・陸上自衛隊 第１空挺団特科大隊 

・陸上自衛隊 東部方面混成団第３１普通科連隊 

・陸上自衛隊 第１師団第１施設大隊 

・陸上自衛隊 下志津高射学校 

 

 

２  一般表彰 

●地方自治の進展に貢献【統計調査員】 

畔蒜     昭 伊東   正己 今泉   佑一 

鵜澤   幹司 小倉   新一 金子   孝子 

金子  正雄 兼平   敏男 木内   政司 

栗山   金治 栗山     健 黒根   馨 

佐藤  喜子 鈴木   健夫 鈴木   康英 

鈴木  義次 諏訪   正基 髙柴   勝久 

多田    弘 鴇﨑   米藏 鳥羽   一男 

平山    毅 藤ヶ崎 元孝 本宮   健一 

弓削   ふさ 吉田   和治 吉野     修 

 



●社会福祉の向上に貢献【人権擁護委員】 

多田  晴雄 
 

●観光・まちづくりの発展に貢献 

大 下  茂 （帝京大学経済学部観光経営学科学科長教授） 

 

●交通安全意識の普及に貢献【交通安全協会】 

飯田 美智子 一箭  晴美 小川  和昭 

小川  延子 小川  喜勝 奥村  久男 

柿原  清子 金子   操 鎌形  邦子 

小林  佳敬 鈴木  政男 芹川  秀男 

髙岡  太一 田山  和子 長江  博孝 

林  功一郎 八木  和男  

 

●交通安全意識の普及に貢献【交通安全母の会】 

池田  雅子 坂本  卯子 須田 美惠子 

多田 ひろ子 根本  德子 林  三千惠 

廣瀬  登志 増田  弘子  

 

●防犯意識の普及に貢献 

伊 奈  晃 齋藤  雅之 髙根  英司 

八角  和爾 吉野  久雄  

 

●農業の振興に貢献 

髙木  甚一 長嶋  敏夫 平野  英之 

 

●消費生活の安定と向上に貢献【消費者協議会】 

大木  洋子 金子  節子 林  三千惠 

 

 

 

●観光の振興に貢献 

特定非営利法人 小野川と佐原の町並みを考える会 町並み案内班 

 

●社会福祉の向上に貢献【民生委員児童委員】 

青栁 さち子 青栁  教明 荒原   禮子 

大原   節子 香取  昭一 金子 權之介 

金子 眞理子 合田   和子 坂本   正夫 

椎名   久子 篠塚   英繼 菅井     武 

須田 美惠子 竹本  房子 千代原 千嘉 

林   三和子 本宮  大江 弓削   富榮 

 

●社会福祉の向上に貢献【保護司】 

淺田  早苗  石田  泰紀 髙橋  義夫 

堤   文男 鴇﨑 すみ江 宮本  榮示 

 

●社会福祉の向上に貢献【赤十字奉仕団】 

髙安  光子 
 

●市民の健康増進に貢献【食生活改善推進員】 

伊藤 はつ子 老田 紀代美 角田  和子 

菊地 さよ子 橘田  勝江  髙橋  壽子 

髙安  光子 塚田  幸枝 林  三和子 

三ケ尻 素子 茂木  淑江 八本  信子 

 

●市民の健康増進に貢献【母子保健推進員】 

伊 藤  公 江 綛 本  富 子 木 内  幸 子 

久保木 満里子 向 後  弘 子 髙𣘺 かつ子 

武 田  良 子 玉 澤  正 美 山本 トシ子 

渡 邊  正 子 和田 ふみ子  

 

●都市計画（まちづくり）の調査研究に貢献 

窪 田  亜 矢 （東京大学大学院特任教授） 



 

 


