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市表彰�
▼第33回「みどりの愛護」功労

者国土交通大臣表彰を受賞
　比礼ご近所花壇

▼第97回日本選手権水泳競技大
会男子１ｍ飛板飛込で優勝
　荒木　宥図

▼第40回記念令和３年度全国高
等学校弓道選抜大会男子の部
個人競技で優勝
　中嶋　航大

▼マイナビジャパンビーチバレ
ーボールツアー2021ファイナ
ル大阪大会で優勝
　長谷川徳海

▼X Games Chiba 2022 BMX
フリースタイルフラットラン
ドで優勝
　早川　起生

▼第26回ジャパンクラシックサ
ブジュニア・ジュニアパワー
リフティング選手権大会サブ
ジュニア男子93㎏級で優勝
　藤田　　諒

▼2022北京冬季オリンピック男
子スキークロスに出場
　古野　　慧

▼2022北京冬季オリンピック女
子モーグルに出場
　星野　純子

▼2022ジャパンパラ陸上競技大
会および第33回日本パラ陸上
競技選手権男子100ｍおよび
男子200ｍで優勝ならびに男
子100ｍおよび男子200ｍで日
本新記録を樹立
　松田將太郎

▼2022北斗旗全日本空道体力別
選手権大会男子230以下クラ
スで優勝
　目黒　雄太

▼多年にわたり長岡市バスケッ
トボール協会理事長および理
事として寄与
　稲川　國雄　　金子　　誠

▼多年にわたり長岡市柔道会副
会長、理事長および理事とし
て寄与
　野本　義久

▼多年にわたり長岡市柔道会副
会長および理事として寄与
　小林　二良

▼JIA全国学生卒業設計コンク
ール2022で金賞を受賞
　北澤　李緒

▼ＮＨＫ学生ロボコン2021で優勝
　長岡技術科学大学
　RoboPro長岡

▼多年にわたり長岡市障害者施
策推進協議会委員として寄与
　池野　宏子

▼多年にわたり長岡市建築審査
会委員として寄与
　細貝　　巌

▼多年にわたり三島地域委員会
委員として寄与
　永島　圭子

▼多年にわたり山古志地域委員
会委員として寄与
　田中　　仁

▼多年にわたり小国地域委員会
委員として寄与
　鈴木　京子

▼多年にわたり和島地域委員会
委員として寄与
　 地　和昭　　小林　　博
　竹内　嘉秀　　羽鳥　仁一

▼多年にわたり寺泊地域委員会
委員として寄与
　河合　潤一

▼多年にわたり栃尾地域委員会
委員として寄与
　星野　正子

▼多年にわたり小国芸術村友の
会事務局長および小国文化フ
ォーラム事務局長として寄与
　髙橋　　實

▼多年にわたり町内会長として
寄与
　 川二三一　　樺澤三治郎
　熊原　　豊　　小宮山正久
　森山　重信　　山内　喜一

▼多年にわたり町内会役員とし
て寄与
　岩船二三生

▼多年にわたり統計調査員とし
て寄与
　伊東　悦子　　大﨑　　勉
　片桐　佐利　　髙橋　雅子
　髙森えり子　　南波　洋子
　平澤　惠子　　保科　忠正
　堀澤　秀夫　　山口　弘美
　吉澤　敏子
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▼多年にわたり民生委員・児童

委員として寄与
　髙井　一芳　　山田　惠子

▼多年にわたり保護司として寄与
　磯部　靜子　　片桐　一夫
　鷲尾　吉子

▼多年にわたり学校医として寄与
　加納　昭彥　　窪田　　久

▼多年にわたり学校歯科医およ
び保育園歯科医として寄与
　赤柴　豊英　　大野　　篤
　清水　雄介　　高橋　秀彦
　吉岡　弘行　　吉原　芳樹

▼多年にわたり学校薬剤師とし
て寄与
　棚橋　純子

▼多年にわたり母子保健推進員
として寄与
　大矢　裕子

▼多年にわたり食生活改善推進
委員として寄与
　木村佐和子　　関川たづ子
　長谷川和子

▼多年にわたり消防団員として
寄与
　阿部　健二　　五十嵐伸明
　池田　政敏　　伊佐　弘典
　今井　信也　　内山　庄一
　大島　一洋　　大島　　研
　小川　紀幸　　奥村　康典
　加瀬　真一　　金子　政士
　椛澤　幸夫　　久住　和之
　久住　貴人　　葛綿　清勝
　葛綿多喜夫　　木間　輝幸
　小林　　淳　　小山　義彦
　近藤　　康　　酒井　和博
　坂内　一也　　佐藤　明世
　佐藤　純一　　佐藤　由尚
　重野　裕二　　杉本　智巳
　諏佐　和秀　　節田　浩二
　相馬　輝男　　髙野　彰也
　高野　克弘　　高橋　昌幸
　高橋　喜紀　　髙見　　聡
　多田　匡宏　　土田　順一
　中村　将和　　名地　一直
　難波　憲一　　野村　　浩
　長谷川智行　　早川　和也
　藤井　久弘　　藤田　克則
　星野　重仁　　星野　貴則
　本田宗一郎　　増井　秀行
　松井　朋之　　三田﨑秀幸
　山岸　俊丈　　山谷　和正
　吉田　　正　　若杉　良行

　脇屋　正光　　渡辺　勇一

▼多年にわたりスポーツ推進委
員として寄与　
　安立　成年　　丸山　健司
　湯谷紀久夫

地域社会貢献者褒賞�
▼多年にわたり図書館ボランテ

ィアを継続
　樺澤　春代　　柳田　信子
　山本　郁子

▼多年にわたり木喰上人彫刻仏
像の伝統文化を継承
　青柳　清二

▼多年にわたり巫女爺伝統芸能
の継承および後継者の指導、
育成を継続
　髙橋　一巳

▼多年にわたり交通安全街頭指
導を継続
　安藤　良二　　岡木　　昇
　小松　　功　　本山　文雄

長岡市
教育委員会表彰
晴れの受賞者
（敬称略）

問教育総務課さいＴ39・2238
　11月22日㈫、さいわいプラザ
で表彰します。

▼多年にわたり公立学校通学区
域審議会委員として寄与　
　荒木清太郎　　古川　絹子
▼多年にわたり東谷小学校にお

いて学校運営協力者として寄与
　星野　幸男
▼多年にわたりスポーツ推進審

議会委員として寄与
　佐藤　　仁

▼多年にわたりスポーツ推進委
員として寄与
　井上　　晃　　大勝　雄二
　解良　昌宏　　小林　洋一
　佐藤　慎也　　鈴木　涼子
　林　　葉子　　平沢　正伸
　矢澤ちずる
▼多年にわたり長岡市バスケッ

トボール協会役員として寄与
　髙木　喜一　　鷲頭　賢一
▼多年にわたり長岡市柔道会役

員として寄与
　星野　和雄　　渡辺　三映
▼多年にわたり長岡市空手道連

盟役員として寄与
　小林　光紀
▼多年にわたり長岡インディア

カ協会役員として寄与
　長谷川　誠

▼多年にわたり学校薬剤師とし
て寄与
　諏訪美智子　　三原　順子
▼多年にわたり学校歯科医およ

び保育園歯科医として寄与
　罇　　哲郎
▼多年にわたり母子保健推進員

として寄与
　伊豆　浩美　　岡村　悦子
　兒玉　優子　　髙木　陽子
　田中　京子　　丸山　和江
　水野　陽子
▼多年にわたり長岡市子ども会

連絡協議会役員として寄与
　加藤　豊春　　高野　正義
▼多年にわたり青少年育成員と

して寄与
　細貝　　優　　宮﨑　　園
　

長岡市表彰�晴れの受賞者
　さまざまな分野で長岡市の発展に尽くされた方々を紹介します（敬称略）。
11月３日㈷、アオーレ長岡で表彰します。 問庶務課アオＴ39・2203

昨年度の表彰式


