
友愛訪問員に対する表彰制度を新設

～第４5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４５回徳島県敬老県民のつどい」

が開催されました。県内各地の高齢者ら約

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，はじめに

高齢者福祉功労者に対する県知事表彰とし

， （ ）て ５７名２団体 老人クラブ関係２２名

に賞状と記念品が授与されました。

続いて，本年度新設された「友愛訪問員」に対する県知事表彰が行われ，長年にわた

りひとり暮らし高齢者の見守りを続けてこられ，孤独感の解消と安否の確認に努めた方

々に対し，表彰状（６名）と感謝状（４６名）

が贈られました。代表者はいずれも２０年以上

にもわたり，友愛訪問活動を続けられている，

片山ハルコ氏（三好市）と荒田百合子氏（吉野

川市）が努めました。

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２１団体５５名

が受賞。代表して団体では太郎八須団地老人クラブ（北島町）が，個人は清兼美代子氏

（美馬市）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，元根井青春会（小松島市）が賞状を受け取りました。

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。依然として高齢者の交通事故が多発している中，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。

県老連総務部長である 小野寺郊恵 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，演目は今年も踊りの他，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）があり，特に阿南校ОＢ会は，一般

に馴染みのない「書道吟 （詩吟を詠じるのと同時に詩文を書すパフォーマンス）という」

演目で，見事な筆さばきを披露，観客のみなさんは興味深く見入っていました。

「ムーンライトララバイ （吉野川市山川山水会） 「海陽町おどり （海陽町老連）」 」

「書道吟 （シルバー大学阿南校ＯＢ会） 「赤い靴 他 （阿波市コールエンジェル）」 」

「お四国さん （神山町老連） 「祖谷の粉ひき唄 （板野町西楽笑会）」 」



（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（２２名）

堀 良治（徳島市 ，近藤 郁子（徳島市 ，大浦 昌己（鳴門市 ，） ） ）

山川 隆資（鳴門市 ，篠本 尚美（小松島市 ，川下 玲子（小松島市 ，） ） ）

上原 正博（阿南市 ，新野伊佐子（阿南市 ，河野 尚美（吉野川市 ，） ） ）

工藤 恒子（吉野川市 ，柏木 文子（阿波市 ，戎 忠保（美馬市 ，） ） ）

奥坂 能久（美馬市 ，高橋 君子（三好市 ，徳善 幸子（三好市 ，） ） ）

前田 耕一（石井町 ，大久保定一（神山町 ，白河 子（美波町）） ） 

岩野 忠次（松茂町 ，田代八重美（北島町 ，蛭子 仙二（上板町 ，） ） ）

蔭山 忠孝（つるぎ町）

○友愛訪問員に対する県知事表彰

・表彰状（６名）

吉田美代子（小松島市 ，井村 房江（阿南市 ，十川 茂雄（阿波市）） ）

片山ハルコ（三好市 ，上田 展成（石井町 ，河野喜代子（北島町）） ）

・感謝状（４８名）

徳島市 手川不二子 美馬市 浦辺 武通 牟岐町 杉寺恵美子

濵田マツ子 小野寺タケコ

林 秋江 美波町 小泉キヨエ

三好市 大西富美子 佐坂 重子

鳴門市 一森 仁 岡本 忠重

大髙 百代 仁木 明 海陽町 岡本 達子

三木 尚子 伊達 和江

小松島市 赤岩シゲ子 森本キクコ

岡沢 薫 松茂町 春藤 貞子

富永 敏子 勝浦町 加藤 元子

北島町 菊川 隆子

阿南市 四宮 義子 上勝町 森本 米子

福寿 密恵 藍住町 永坂 武

桝井寿美子 佐那河内村 安芸 重美

板野町 奥山 忠一

吉野川市 荒田百合子 石井町 古高エミ子 坂東喜代美

河野 秀子 佐藤ヒデ子

住友敬次郎 上板町 豊村 房子

村本 光市 神山町 北村千代子

つるぎ町 臼井 久恵

阿波市 西村 久江 那賀町 上浦フジ子 大久保 進

武田 和子

東みよし町 中川アヤ子

松島 愛子



○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（２１団体）

徳島市 八万第１０松寿会 石井町 城ノ内永寿会

名東町１丁目長寿会

牟岐町 恵比寿クラブ

小松島市 本浦松寿会

美波町 東町上東寿会

阿南市 新野セニヤクラブ連合会

今津悠悠クラブ 海陽町 高砂会

出来町セニヤクラブ

北島町 太郎八須団地老人クラブ

吉野川市 春秋会川島クラブ

中枝老人クラブ 藍住町 江ノ口福寿会

阿波市 大俣老人クラブ 板野町 大坂老人クラブ

三好市 辻長寿クラブ つるぎ町 中央日月会

下名楽生会

東みよし町 大藤奥村長寿会

佐那河内村 高樋若柳会

・個人の部（５５名）

徳島市 伊澤 利郎 阿波市 湯佐 麗子 牟岐町 浅田ミヤ子

田島 良子 吉岡 清

名倉 好勇 美波町 橋本 博夫

浜村多可江 美馬市 清兼美代子 由岐中悦美

村上 稔 篠原 惟文

大和 和美 長江 廣子 海陽町 乃一 繁

中西 勉 北川 泰寛

鳴門市 長野 正直

山内 賢二 三好市 川西 清八 松茂町 春藤 貞子

松村美智代 久保 糺

宮本千恵子 小松 千歳 北島町 中谷 重利

松林 廣義

小松島市 富永 重雄 藍住町 佐々木重雄

森 順子 勝浦町 倉橋 君子 吉田 真澄

山﨑 良子

上勝町 片山美代子 板野町 天羽ツヤ子

阿南市 生田 耕一 高畑 茂

小川 勉 佐那河内村 安部 勇吉

沖野 韶夫 上板町 吉本 清

谷崎 実美 石井町 杉山 博

宮繁秋太郎 永岡 隆治 つるぎ町 藤川 典昭

湯浅 淳 大島 國八

神山町 藤井 宏

吉野川市 荒井 隆幸 東みよし町 武田 善子

張元 稔 那賀町 棚野 治家

宮田トシコ 新田龍太郎



○全老連「活動賞 （９団体）」

・仲間づくり活動部門

（美馬市 ，北山楽笑会（ ，東山長生会（ ）美馬市老連脇町支部 ） ）佐那河内村 東みよし町

・健康づくり活動部門

百歩会（徳島市 ，荒神長寿会（美馬市 ，東町下東寿会（美波町）） ）

・ボランティア活動部門

元根井青春会（小松島市 ，八幡老人クラブ（阿波市 ，東長寿会（板野町）） ）

敬称略


