
高齢者も地域づくりの「担い手」に

～第４６回徳島県敬老県民のつどいが開催されました～

９月８日，徳島市のあわぎんホールにおい

て「第４６回徳島県敬老県民のつどい」が開

催され，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，各種表彰が行われ，はじめに

高齢者福祉功労者に対する県知事表彰とし

て，６０名１団体（老人クラブ関係２０名）

に賞状と記念品が授与されました。

続いて，昨年度新設された「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。

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２４団体４９名が受賞。代表

して団体では田浦老人クラブ（小松島市）が，個人

は川野正男さん（石井町）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「健康づくり活動」部門，長浜白楽会（阿南市）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，ユーモア

あふれる口調と演出で，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 小林弘明 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（シルバー大学校ＯＢ会２組含む）が出演，演目は今年も踊りの他，

フラダンスや詩吟，太極拳，締太鼓など多彩で，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。



阿波市吉野地区長寿会連合会「フラダンス」 徳島市入田寿会「締太鼓」

石井町藤クラブ（藤むすめ 「石井音頭」 阿南市セニヤクラブ連合会「橋浦音頭」）

北島町老人クラブ連合会「スクエアダンス」 シルバー大学校美馬校第34期生ＯＢ会「安木節」



（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）

林 信義（徳島市 ，山下 忠子（徳島市 ，鎌田 善雄（鳴門市 ，） ） ）

原田 恒美（鳴門市 ，山﨑 良子（小松島市 ，勝本 妙子（阿南市）） ）

三木 格（阿南市 ，谷本 汎子（吉野川市 ，藤井 和美（吉野川市 ，） ） ）

伊澤ツヤ子（阿波市 ，篠原 惟文（美馬市 ，藤井タミ子（美馬市 ，） ） ）

石井 義明（三好市 ，藤原 徳正（三好市 ，河野 計之（石井町 ，） ） ）

古田 稲雄（那賀町 ，浅田ミヤ子（牟岐町 ，矢野 順子（藍住町）） ）

高原 義人（板野町 ，三好 末吉（東みよし町））

○友愛訪問員に対する県知事表彰

・表彰状（６名）

森梅 鈴子（徳島市 ，寒川 公一（吉野川市 ，長尾 浪子（佐那河内村）） ）

杉本 嘉利（那賀町 ，田中タチコ（海陽町 ，武田 昇（つるぎ町）） ）

・感謝状（４６名）

徳島市 片山キヌ子 美馬市 大道 孝 牟岐町 仁田 若利

宮本サダ子 尾方 敏春

新谷 重子 美波町 富永 薫

鳴門市 川添 富子

福山テル子 三好市 岡本 計美 海陽町 江崎恵美子

片山 照子 森 浩子

小松島市 田中小夜子 久保マサ子

堀内 増美 佐々木 薫 北島町 新見 睦美

松山 牧 藤田 進

森脇 治男 板野町 天羽ツヤ子

阿南市 上田喜代子

篠原 要子 勝浦町 大本イワエ つるぎ町 古林フサ子

高木 俊昭 福島 治美

横山 貞恵 上勝町 植松 光江

東みよし町 谷藤八重子

吉野川市 岩田 才子 佐那河内村 長江 道恵 前田 渉

蔵本 芳子

田村 重義 石井町 大久保恒雄

田村 道子 福田 三郎

真鍋トシコ

宮田トシコ 神山町 高島 由雄

阿波市 近藤 敏子 那賀町 木下 春子

山本 麻子 中原 英子



○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（２４団体）

徳島市 一宮第二長寿会 勝浦町 星谷健やか長寿会

渋野長寿会

南井上東福寿クラブ 上勝町 傍示老人クラブ

いしい子ども将棋教室育成会小松島市 田浦老人クラブ 石井町

阿南市 宝田東部長寿クラブ 美波町 赤松下常磐会

橘東紅ばらクラブ

山口下長寿会 海陽町 西北・那佐クラブ

吉野川市 西麻植地区天寿会 松茂町 つくし老人クラブ

山川山水会山崎東クラブ

南長寿会折り紙・手芸クラブ板野町

阿波市 明星長寿会

上板町 松島地区老人クラブ

上野西寿会美馬市

重清中央老人クラブ つるぎ町 みずほ第１クラブ

西祖谷山村老人クラブ連合会三好市

山城町老人クラブ連合会

・個人の部（４９名）

徳島市 井貝富久江 美馬市 菅惣 敏夫 牟岐町 枡富 政雄

石井 栄次 妹尾 節子

井原 勝 藤本 善子 美波町 富永 政博

篠原 照芳 元山 勝市 羽里 敬子

林 秋江

細井 武子 三好市 高橋 英夫 海陽町 田渕 充

宮成 好子

鳴門市 島津 正明 宮西 智 松茂町 佐藤 禎宏

福田 寛 森本 劭

守山 裕通 北島町 近藤 栄治

山本 守彦 勝浦町 阿部登美子

藍住町 大和 寛之

小松島市 岩井サヲ子 上勝町 宮本フジミ

高橋 幸子 板野町 佐野 忠臣

佐那河内村 丸野ユキヱ 田中 英子

阿南市 阿部 輝子

小川 敏郎 石井町 川野 正男 上板町 藤井 淳次

藤田 好明 高橋 治

つるぎ町 流谷三四子

吉野川市 川人 勇 神山町 林 鎮雄 吉田 重美

後藤八重子

吉田 勝利 那賀町 岩代 弘子 東みよし町 川原 敏

白鯛 昭通

阿波市 桑村 美博

佐古 昭



○全老連「活動賞 （７団体）」

・仲間づくり活動部門

内町のぞみ会（徳島市 ，加茂野宮友愛クラブ（三好市 ，） ）

中央クラブ（石井町）

・健康づくり活動部門

長浜白楽会（阿南市 ，松茂町長寿会（松茂町 ，古見老人クラブ（つるぎ町）） ）

・ボランティア活動部門

正木老人クラブ（上勝町）

敬称略


