
高齢者の笑顔の花咲く徳島を目指して

～第４４回徳島県敬老県民のつどいが開催されました～

９月３日，徳島市のあわぎんホールにおいて

「第４４回徳島県敬老県民のつどい」が開催さ

れました。台風１７号の影響もあり，受付が始

まった午前９時頃から大雨に見舞われました

が，開会の頃にはほぼ満席状態の約８００名が

参加しました。

飯泉嘉門徳島県知事，伊丹一夫県老連会長の

挨拶に続き，表彰が行われ，高齢者福祉功労者

に対する県知事表彰では，４５名１団体（老人クラブ関係１７名）が賞状と記念品を受

け取りました。

米寿敬老記念品に続き行われた，県老連会長表彰は老人ク

ラブの永年にわたる活動と育成，発展に功績のあった者（団

） ， 。体 に対し贈られるもので 本年度は２２団体５４名が受賞

代表して団体では四方原高齢者クラブ（海陽町）が，個人は

（ ） 。真鍋 勝氏 東みよし町 が賞状と記念品を受け取りました

またあわせて活動分野にスポットをあてて，先進的に取り

組むクラブに贈られる全老連「活動賞」の本年度の受章団体

に対する伝達も行われ，代表して「ボランティア活動」部門，山川山水会連合会（吉野

川市）が賞状と記念品を受け取りました。

その後，杉本直樹県議会議長ら各来賓からの祝辞をいただいて式典を終了しました。

休憩をはさみ，各警察署の交通安全教育指導員で結成さ

れた，ひまわり劇団による交通安全啓発劇に移りました。

高齢者の交通事故が多発している中，おなじみの「さゆり

ばあさん」による阿波弁満載の寸劇で，笑いを交えながら

交通安全意識を高めました。

県老連社会文化事業部長である枡富輝雄理事の発声で始まった高齢者芸能大会には，

県下各地から２６組が出演，今年も踊りの他，カラオケやフラダンス，コーラスなど多

彩で，それぞれ日頃の練習の成果を発揮し，素晴らしい演技を披露しました。また，本

年度もシルバー大学校ОＢ会の特別出演（２組）もあり，特に小松島校ОＢ会は，これ



まで余り見られなかった演題（ＡＫＢ４８ヘビーローテーション ）で，若々しいダンス」

を披露し，会場を沸かせていました。

「 」（ ） 「 」（ ）祖谷の粉ひき節 三好市西祖谷山村老連 ヘビーローテーション シル大ОＢ小松島校

「涙そうそう （阿波市吉野地区長寿会） 「花は咲く 他 （美波町さくらコーラス）」 」

「花笠音頭 （北島町老連女性部） 「丹頂鶴音頭 （阿南市セニヤ連）」 」



（被表彰者名簿 老人クラブ関係）

○高齢者福祉功労者に対する県知事表彰（１７名）

多田タケミ（徳島市 ，藤本 幸子（徳島市 ，小林 弘明（鳴門市 ，） ） ）

大髙 伸（鳴門市 ，佐藤 夏子（阿南市 ，前橋 喜市（阿南市 ，） ） ）

佐藤 吉胤（吉野川市 ，古城 千昭（吉野川市 ，大島 博（阿波市 ，） ） ）

小野寺郊恵（美馬市 ，村上 武夫（美馬市 ，大岩 義雄（三好市 ，） ） ）

久保 清治（三好市 ，萩原 一徳（石井町 ，西川 義行（板野町 ，） ） ）

一野 岩江（那賀町 ，柿谷 勉（海陽町））

○老人クラブ活動推進功労者に対する県老連会長表彰

・団体の部（２２団体）

・個人の部（５４名） ※別頁

○全老連「活動賞 （９団体）」

・仲間づくり活動部門

（ ）， （ ）， （ ）不動中央寿老会 徳島市 黒崎北和朗会 鳴門市 井内長寿クラブ 三好市

・健康づくり活動部門

森の本ふれあい会（小松島市 ，檪生若やぎ会（三好市 ，睦会（佐那河内村）） ）

・ボランティ活動部門

（ ）， （ ）， （ ）東富田寿会 徳島市 山川山水会連合会 吉野川市 中角老人クラブ 勝浦町



平成２５年度徳島県老人クラブ連合会会長表彰被表彰者一覧（個人）

氏 名 ふりがな

1 徳島市 天羽 久夫 あもうひさお

2 徳島市 瀬部スミエ せべすみえ

3 徳島市 長尾 環次 ながおかんじ

4 徳島市 西野百合子 にしのゆりこ

5 徳島市 原口 直一 はらぐちなをかず

6 徳島市 森梅 鈴子 もりうめすずこ

7 徳島市 山口 忠良 やまぐちただよし

8 鳴門市 大浦 昌己 おおうらまさみ

9 鳴門市 鎌田 善雄 かまだよしお

10 鳴門市 原田 恒美 はらだつねみ

11 鳴門市 山川 隆資 やまかわたかよし

12 小松島市 伊勢 一子 いせかずこ

13 小松島市 田中小夜子 たなかさよこ

14 小松島市 右田 節子 みぎたせつこ

15 阿南市 上原 正博 うえはらまさひろ

16 阿南市 新野伊佐子 しんのいさこ

17 阿南市 新開 章郎 しんがいあきお

18 阿南市 馬場 徳恵 ばばとくえ

19 吉野川市 阿部 治男 あべはるお

20 吉野川市 工藤 恒子 くどうつねこ

21 吉野川市 谷本 汎子 たにもとひろこ

22 吉野川市 松井 竹彦 まついたけひこ

23 阿波市 原田 教市 はらだきょういち

24 阿波市 原 重行 はらしげゆき

25 美馬市 奥坂 能久 おくさかよしひさ

26 美馬市 佐藤 全利 さとうまさとし

27 美馬市 野々村アイ子 ののむらあいこ

28 美馬市 長田 勝馬 ながたかつま

29 三好市 石井 義明 いしいよしあき

30 三好市 高橋 君子 たかはしきみこ

市町村老連名 備 考
個 人

番号



平成２５年度徳島県老人クラブ連合会会長表彰被表彰者一覧（個人）

氏 名 ふりがな
市町村老連名 備 考

個 人
番号

31 三好市 徳善 幸子 とくぜんさちこ

32 三好市 永山 憲 ながやまさとし

33 勝浦町 前田 好次 まえだよしじ

34 上勝町 清井ミチコ きよいみちこ

35 佐那河内村 日下 正一 くさかしょういち

36 石井町 遠藤佐代子 えんどうさよこ

37 石井町 福田 三郎 ふくたさぶろう

38 神山町 鎌田 稔正 かまだとしあき

39 松茂町 島田波津子 しまだはつこ

40 北島町 廣瀬八重子 ひろせやえこ

41 藍住町 藤田 貞子 ふじたさだこ

42 藍住町 槙納ツル子 まきのうつるこ

43 板野町 影山 武夫 かげやまたけお

44 板野町 宮本 勝子 みやもとかつこ

45 上板町 多富 菊一 たとみきくいち

46 那賀町 畦内ナミ子 あぜうちなみこ

47 那賀町 富田 千代 とみだちよ

48 牟岐町 佐藤 勝 さとうまさる

49 美波町 大林 信博 おおばやしのぶひろ

50 美波町 森本 静代 もりもとしずよ

51 海陽町 栗林 成海 くりばやししげみ

52 海陽町 横見 定良 よこみさだよし

53 つるぎ町 三木 清一 みきせいいち

54 東みよし町 真鍋 勝 まなべまさる



平成２５年度徳島県老人クラブ連合会会長表彰被表彰者一覧（団体）

団 体 名 ふりがな 代表者氏名

1 徳島市 川内第２クラブ かわうちだいにくらぶ 吉田 稔穂

2 徳島市 昭和町白梅会 しょうわちょうしらうめかい 小谷 哲司

3 徳島市 福島東ひまわりクラブ ふくしまひがしひまわりくらぶ 湯村 邦野

4 阿南市 加茂谷セニヤクラブ連合会 かもだにせにやくらぶれんごうかい 湯浅 淳

5 阿南市 長生東部セニヤクラブ ながいけとうぶせにやくらぶ 藤本 邦明

6 阿南市 羽ノ浦第二セニヤクラブ はのうらだいにせにやくらぶ 山本 幹雄

7 吉野川市 麻植市天寿会 おえいちてんじゅかい 河野 敦

8 吉野川市 川田西第一クラブ かわたにしだいいちくらぶ 河野 正

9 阿波市 西林長寿クラブ にしばやしちょうじゅくらぶ 佐古 昭

10 三好市 清水老人クラブ しみずろうじんくらぶ 宮内 常男

11 三好市 政友寿楽会 まさともじゅらくかい 森 公明

12 勝浦町 坂本老人クラブ さかもとろうじんくらぶ 新居 清治

13 上勝町 旭老人クラブ あさひろうじんくらぶ 森 由江

14 石井町 信愛清掃奉仕団 しんあいせいそうほうしだん 福田 三郎

15 神山町 下分長寿会 しもぶんちょうじゅかい 大井 敏之

16 松茂町 丸須寿康老人クラブ まるすじゅこうろうじんくらぶ 岩野 忠次

17 藍住町 すみよし団地福寿会 すみよしだんちふくじゅかい 井出 信雄

18 板野町 下庄第２老人クラブ しものしょうだいにろうじんくらぶ 田村 政子

19 上板町 大山北第２老人クラブ おおやまきただいにろうじんくらぶ 吉本 清

20 美波町 東由岐あたご会 ひがしゆきあたごかい 由岐中悦美

21 海陽町 四方原高齢者クラブ しほうはらこうれいしゃくらぶ 田中タチコ

22 つるぎ町 古見老人クラブ こみろうじんくらぶ 吉田 重美

市町村老連名
団 体

備 考番号


