
  

 

   

【お問合せ先】 

豊川市役所 企画部 秘書課 秘書係 山本 

TEL:0533-89-2120 Eメール：hisho@city.toyokawa.lg.jp 

 

平成 29年 5月 25日 

 

豊川市政記者クラブ加盟社 各位 

 

 

 

 

 

豊川市は海軍工廠の建設に伴い、３町１村が合併して昭和１８年６月１日に 

市制を施行しました。 

 以降、毎年式典を開き、市政の発展や住民福祉の向上に功績があった方を表彰

しています。市では、５月９日（火）に「表彰審査委員会」を開催し、委員の方々

に市制記念日に表彰する方を審議していただき、被表彰者等を決定しました。今

年は、市制施行から７４周年にあたり、下記のとおり表彰式を６月１日（木）午

前１１時００分より行います。 

  

記 

 

１ 開催日時 平成２９年６月１日（木曜日）午前１１時から 

 

２ 会  場 豊川市役所 本３１会議室 

 

３ 被表彰者等数 市政功労者   １名 

一般表彰    １１１名 

                 （うち市職員５７名、教職員８名） 

８団体 

感 謝 状    ４８名 

１３団体  

 

４ 被表彰者等氏名 

  別添の名簿をご覧ください。 

  なお、市職員・教職員の名簿につきましては、割愛させていただきます。 

 



　　　　と　　き　　　平成２９年６月１日（木）　　　　と　　き　　　平成２９年６月１日（木）　　　　と　　き　　　平成２９年６月１日（木）　　　　と　　き　　　平成２９年６月１日（木）

　　　　　　　　　　　午前１１時００分から　　　　　　　　　　　午前１１時００分から　　　　　　　　　　　午前１１時００分から　　　　　　　　　　　午前１１時００分から

　　　　と こ ろ　　　豊川市役所・本３１会議室　　　　と こ ろ　　　豊川市役所・本３１会議室　　　　と こ ろ　　　豊川市役所・本３１会議室　　　　と こ ろ　　　豊川市役所・本３１会議室

　　　　次　　第　　　１．　開　式　の　言　葉　　　　次　　第　　　１．　開　式　の　言　葉　　　　次　　第　　　１．　開　式　の　言　葉　　　　次　　第　　　１．　開　式　の　言　葉

　　　　　　　　　　　２．　市　長　あ　い　さ　つ　　　　　　　　　　　２．　市　長　あ　い　さ　つ　　　　　　　　　　　２．　市　長　あ　い　さ　つ　　　　　　　　　　　２．　市　長　あ　い　さ　つ

　　　　　　　　　　　３．　市　政　功　労　表　彰　　　　　　　　　　　３．　市　政　功　労　表　彰　　　　　　　　　　　３．　市　政　功　労　表　彰　　　　　　　　　　　３．　市　政　功　労　表　彰

　　　　　　　　　　　４．　一　般　表　彰　　　　　　　　　　　４．　一　般　表　彰　　　　　　　　　　　４．　一　般　表　彰　　　　　　　　　　　４．　一　般　表　彰

　　　　　　　　　　　５．　感　謝　状　贈　呈　　　　　　　　　　　５．　感　謝　状　贈　呈　　　　　　　　　　　５．　感　謝　状　贈　呈　　　　　　　　　　　５．　感　謝　状　贈　呈

　　　　　　　　　　　６．　来　賓　祝　辞　　　　　　　　　　　　　６．　来　賓　祝　辞　　　　　　　　　　　　　６．　来　賓　祝　辞　　　　　　　　　　　　　６．　来　賓　祝　辞　　

　　　　　　　　　　　７．　閉　式　の　言　葉　　　　　　　　　　　　　７．　閉　式　の　言　葉　　　　　　　　　　　　　７．　閉　式　の　言　葉　　　　　　　　　　　　　７．　閉　式　の　言　葉　　

市　制　施　行　７４　周　年市　制　施　行　７４　周　年市　制　施　行　７４　周　年市　制　施　行　７４　周　年
記　　 念　  表　  彰　  式記　　 念　  表　  彰　  式記　　 念　  表　  彰　  式記　　 念　  表　  彰　  式



　　　　　　　　　　　（敬称略）　　　　　　　　　　　（敬称略）　　　　　　　　　　　（敬称略）　　　　　　　　　　　（敬称略）

（１名）（１名）（１名）（１名）

1111 佐佐佐佐 々々々々 木木木木 信信信信 義義義義 多年市民病院事業管理者として多年市民病院事業管理者として多年市民病院事業管理者として多年市民病院事業管理者として

市 制 施 行 ７４ 周 年 被 表 彰 者 名 簿市 制 施 行 ７４ 周 年 被 表 彰 者 名 簿市 制 施 行 ７４ 周 年 被 表 彰 者 名 簿市 制 施 行 ７４ 周 年 被 表 彰 者 名 簿

　市政功労表彰　市政功労表彰　市政功労表彰　市政功労表彰



　　　　　　　　　　　（敬称略・順不同）　　　　　　　　　　　（敬称略・順不同）　　　　　　　　　　　（敬称略・順不同）　　　　　　　　　　　（敬称略・順不同）

（４６名・８団体）（４６名・８団体）（４６名・８団体）（４６名・８団体）

1111 石石石石 原原原原 政政政政 明明明明 多年市議会議員として多年市議会議員として多年市議会議員として多年市議会議員として

2222 冨冨冨冨 田田田田 潤潤潤潤 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

3333 榊榊榊榊 原原原原 洋洋洋洋 二二二二 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

4444 太太太太 田田田田 直直直直 人人人人 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

5555 伊伊伊伊 奈奈奈奈 克克克克 美美美美 多年社会教育委員として多年社会教育委員として多年社会教育委員として多年社会教育委員として

6666 北北北北 村村村村 起起起起 美美美美 子子子子 多年文化財保護審議会委員として多年文化財保護審議会委員として多年文化財保護審議会委員として多年文化財保護審議会委員として

7777 川川川川 瀬瀬瀬瀬 ひひひひ とととと みみみみ 多年統計調査員として多年統計調査員として多年統計調査員として多年統計調査員として

8888 小小小小 澤澤澤澤 徹徹徹徹 多年学校医として多年学校医として多年学校医として多年学校医として

9999 井井井井 上上上上 和和和和 彦彦彦彦 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

10101010 今今今今 泉泉泉泉 征征征征 子子子子 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

11111111 西西西西 村村村村 ひひひひ とととと みみみみ 多年スポーツ推進委員として多年スポーツ推進委員として多年スポーツ推進委員として多年スポーツ推進委員として

12121212 掛掛掛掛 橋橋橋橋 正正正正 宏宏宏宏 体育振興に貢献体育振興に貢献体育振興に貢献体育振興に貢献

13131313 水水水水 野野野野 遵遵遵遵 二二二二 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

14141414 大大大大 澤澤澤澤 二二二二 朗朗朗朗 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

15151515
オオオオ ーーーー エエエエ スススス ジジジジ ーーーー 株株株株 式式式式 会会会会 社社社社
硬硬硬硬 式式式式 テテテテ ニニニニ スススス 部部部部

　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

16161616 中中中中 澤澤澤澤 悠悠悠悠 哉哉哉哉 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

17171717 山山山山 脇脇脇脇 弘弘弘弘 奨奨奨奨 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

18181818 早早早早 川川川川 知知知知 里里里里 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

19191919 今今今今 井井井井 月月月月 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

20202020 豊豊豊豊 川川川川 高高高高 等等等等 学学学学 校校校校 水水水水 泳泳泳泳 部部部部 男男男男 子子子子 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

21212121 豊豊豊豊 川川川川 高高高高 等等等等 学学学学 校校校校 水水水水 泳泳泳泳 部部部部 女女女女 子子子子 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

22222222 深深深深 田田田田 大大大大 貴貴貴貴 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

23232323 堀堀堀堀 畑畑畑畑 裕裕裕裕 也也也也 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

24242424 小小小小 池池池池 隆隆隆隆 治治治治 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

25252525 小小小小 池池池池 美美美美 保保保保 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

26262626 川川川川 端端端端 美美美美 樹樹樹樹 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

27272727 鈴鈴鈴鈴 木木木木 竜竜竜竜 将将将将 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

28282828 蒔蒔蒔蒔 田田田田 沙沙沙沙 弥弥弥弥 香香香香 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

29292929 畠畠畠畠 中中中中 一一一一 起起起起 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

30303030 桜桜桜桜 井井井井 史史史史 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

　一般表彰　一般表彰　一般表彰　一般表彰

市 制 施 行 ７４ 周 年 被 表 彰 者 名 簿市 制 施 行 ７４ 周 年 被 表 彰 者 名 簿市 制 施 行 ７４ 周 年 被 表 彰 者 名 簿市 制 施 行 ７４ 周 年 被 表 彰 者 名 簿



31313131 碓碓碓碓 井井井井 由由由由 紀紀紀紀 子子子子 体育振興に貢献体育振興に貢献体育振興に貢献体育振興に貢献

32323232 町町町町 上上上上 孝孝孝孝 信信信信 産業の発展に寄与産業の発展に寄与産業の発展に寄与産業の発展に寄与

33333333 鏡鏡鏡鏡 勝勝勝勝 行行行行 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

34343434 鳥鳥鳥鳥 居居居居 昭昭昭昭 光光光光 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

35353535 松松松松 下下下下 恭恭恭恭 育育育育 多年民生委員及び児童委員として多年民生委員及び児童委員として多年民生委員及び児童委員として多年民生委員及び児童委員として

36363636 後後後後 藤藤藤藤 進進進進 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

37373737 長長長長 田田田田 敏敏敏敏 子子子子 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

38383838 中中中中 尾尾尾尾 設設設設 子子子子 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

39393939 堀堀堀堀 内内内内 幸幸幸幸 子子子子 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

40404040 西西西西 本本本本 全全全全 秀秀秀秀 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

41414141 伊伊伊伊 藤藤藤藤 安安安安 彦彦彦彦 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

42424242 油油油油 井井井井 照照照照 夫夫夫夫 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

43434343 小小小小 原原原原 佳佳佳佳 美美美美 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

44444444 福福福福 田田田田 進進進進 多年保護司として多年保護司として多年保護司として多年保護司として

45454545 堀堀堀堀 内内内内 郁郁郁郁 文文文文 多年園医として多年園医として多年園医として多年園医として

46464646 大大大大 林林林林 一一一一 義義義義 多年交通安全指導隊員として多年交通安全指導隊員として多年交通安全指導隊員として多年交通安全指導隊員として

47474747 柏柏柏柏 原原原原 まままま ささささ 子子子子 公益のための寄附公益のための寄附公益のための寄附公益のための寄附

48484848 宮宮宮宮 嶋嶋嶋嶋 政政政政 穂穂穂穂 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

49494949 高高高高 畑畑畑畑 郁郁郁郁 子子子子 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

50505050 シシシシ ロロロロ キキキキ 工工工工 業業業業 株株株株 式式式式 会会会会 社社社社 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

51515151 宗宗宗宗 教教教教 法法法法 人人人人 世世世世 界界界界 心心心心 道道道道 教教教教 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

52525252 株株株株 式式式式 会会会会 社社社社 香香香香 月月月月 堂堂堂堂 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

53535353 仲仲仲仲 町町町町 ササササ ロロロロ ンンンン 奉仕活動を通じ、市民福利の向上に寄与奉仕活動を通じ、市民福利の向上に寄与奉仕活動を通じ、市民福利の向上に寄与奉仕活動を通じ、市民福利の向上に寄与

54545454 西西西西 町町町町 ササササ ロロロロ ンンンン 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃



　　　　　　　　　（敬称略・順不同）　　　　　　　　　（敬称略・順不同）　　　　　　　　　（敬称略・順不同）　　　　　　　　　（敬称略・順不同）

（４８名・１３団体）（４８名・１３団体）（４８名・１３団体）（４８名・１３団体）

1111 山山山山 口口口口 孝孝孝孝 之之之之 多年農業委員として多年農業委員として多年農業委員として多年農業委員として

2222 加加加加 藤藤藤藤 貴貴貴貴 紗紗紗紗 子子子子 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

3333 土土土土 井井井井 紀紀紀紀 美美美美 子子子子 多年町名整理審議会委員として多年町名整理審議会委員として多年町名整理審議会委員として多年町名整理審議会委員として

4444 清清清清 水水水水 ササササ チチチチ 子子子子 多年国民健康保険運営協議会委員として多年国民健康保険運営協議会委員として多年国民健康保険運営協議会委員として多年国民健康保険運営協議会委員として

5555 夏夏夏夏 秋秋秋秋 昭昭昭昭 子子子子 多年統計調査員として多年統計調査員として多年統計調査員として多年統計調査員として

6666 及及及及 部部部部 卓卓卓卓 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

7777 黒黒黒黒 田田田田 三三三三 郎郎郎郎 多年一宮大木土地区画整理組合役員として多年一宮大木土地区画整理組合役員として多年一宮大木土地区画整理組合役員として多年一宮大木土地区画整理組合役員として

8888 佐佐佐佐 藤藤藤藤 享享享享 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

9999 佐佐佐佐 宗宗宗宗 邦邦邦邦 紘紘紘紘 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

10101010 今今今今 泉泉泉泉 定定定定 男男男男 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

11111111 清清清清 水水水水 健健健健 市市市市 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

12121212 惣惣惣惣 名名名名 啓啓啓啓 之之之之 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

13131313 渡渡渡渡 辺辺辺辺 正正正正 一一一一 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

14141414 花花花花 園園園園 保保保保 夫夫夫夫 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

15151515 朝朝朝朝 倉倉倉倉 俊俊俊俊 治治治治 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

16161616 伊伊伊伊 與與與與 田田田田 晋晋晋晋 也也也也 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

17171717 宇宇宇宇 都都都都 宮宮宮宮 一一一一 利利利利 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

18181818 河河河河 合合合合 成成成成 治治治治 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

19191919 谷谷谷谷 口口口口 義義義義 一一一一 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

20202020 田田田田 中中中中 將將將將 雄雄雄雄 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

21212121 三三三三 浦浦浦浦 安安安安 則則則則 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

22222222 大大大大 谷谷谷谷 一一一一 雄雄雄雄 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

23232323 本本本本 田田田田  広広広広 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

24242424 小小小小 川川川川 洋洋洋洋 多年スポーツ推進委員として多年スポーツ推進委員として多年スポーツ推進委員として多年スポーツ推進委員として

25252525 宮宮宮宮 地地地地 惠惠惠惠 子子子子 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

26262626 北北北北 村村村村 達達達達 哉哉哉哉 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

27272727 渡渡渡渡 辺辺辺辺 嘉嘉嘉嘉 昭昭昭昭 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

28282828 清清清清 水水水水 陽陽陽陽 子子子子 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

29292929 弥弥弥弥 田田田田 淺淺淺淺 男男男男 多年学校医として多年学校医として多年学校医として多年学校医として

30303030 鈴鈴鈴鈴 木木木木 解解解解 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

被　感　謝　状　贈　呈　者　名　簿被　感　謝　状　贈　呈　者　名　簿被　感　謝　状　贈　呈　者　名　簿被　感　謝　状　贈　呈　者　名　簿



31313131 宮宮宮宮 内内内内 広広広広 書書書書 多年学校歯科医として多年学校歯科医として多年学校歯科医として多年学校歯科医として

32323232 武武武武 藤藤藤藤 和和和和 利利利利 多年少年指導委員長として多年少年指導委員長として多年少年指導委員長として多年少年指導委員長として

33333333 大大大大 井井井井 晴晴晴晴 治治治治 多年子ども会連絡協議会役員として多年子ども会連絡協議会役員として多年子ども会連絡協議会役員として多年子ども会連絡協議会役員として

34343434 渡渡渡渡 辺辺辺辺 嘉嘉嘉嘉 昭昭昭昭 多年保護司として多年保護司として多年保護司として多年保護司として

35353535 橋橋橋橋 倉倉倉倉 政政政政 文文文文 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

36363636 梅梅梅梅 田田田田 由由由由 紀紀紀紀 子子子子 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

37373737 小小小小 林林林林 忠忠忠忠 司司司司 多年行政相談委員として多年行政相談委員として多年行政相談委員として多年行政相談委員として

38383838 今今今今 泉泉泉泉 征征征征 子子子子 多年園医として多年園医として多年園医として多年園医として

39393939 甕甕甕甕 康康康康 枝枝枝枝 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

40404040 曽曽曽曽 田田田田 敏敏敏敏 弘弘弘弘 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

41414141 渡渡渡渡 會會會會 眞眞眞眞 道道道道 多年交通安全指導隊員として多年交通安全指導隊員として多年交通安全指導隊員として多年交通安全指導隊員として

42424242 小小小小 林林林林 伸伸伸伸 吉吉吉吉 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

43434343 伊伊伊伊 藤藤藤藤 裕裕裕裕 康康康康 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

44444444 林林林林 良良良良 明明明明 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

45454545 沖沖沖沖 村村村村 榮榮榮榮 作作作作 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

46464646 三三三三 浦浦浦浦 義義義義 孝孝孝孝 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

47474747 梅梅梅梅 村村村村 和和和和 光光光光 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

48484848 ミミミミ タタタタ クククク 工工工工 業業業業 株株株株 式式式式 会会会会 社社社社 公益のための寄附公益のための寄附公益のための寄附公益のための寄附

49494949 ひひひひ まままま わわわわ りりりり 農農農農 業業業業 協協協協 同同同同 組組組組 合合合合 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

50505050
愛愛愛愛 知知知知 県県県県 ＬＬＬＬ ＰＰＰＰ ガガガガ スススス 協協協協 会会会会
東東東東 三三三三 河河河河 支支支支 部部部部

　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

51515151 豊豊豊豊 川川川川 木木木木 材材材材 組組組組 合合合合 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

52525252 杉杉杉杉 原原原原 和和和和 夫夫夫夫 奉仕活動を通じ、市民福利の向上に寄与奉仕活動を通じ、市民福利の向上に寄与奉仕活動を通じ、市民福利の向上に寄与奉仕活動を通じ、市民福利の向上に寄与

53535353 ハハハハ ッッッッ ピピピピ ーーーー ケケケケ アアアア 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

54545454 ささささ つつつつ きききき ダダダダ ンンンン スススス クククク ララララ ブブブブ 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

55555555 わわわわ くくくく わわわわ くくくく 玉玉玉玉 手手手手 箱箱箱箱 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

56565656 音音音音羽羽羽羽地地地地区区区区地地地地域域域域福福福福祉祉祉祉活活活活動動動動推推推推進進進進委委委委員員員員会会会会 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

57575757 御御御御津津津津北北北北部部部部地地地地区区区区地地地地域域域域福福福福祉祉祉祉活活活活動動動動推推推推進進進進委委委委員員員員会会会会 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

58585858 御御御御津津津津南南南南部部部部地地地地区区区区地地地地域域域域福福福福祉祉祉祉活活活活動動動動推推推推進進進進委委委委員員員員会会会会 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

59595959 代代代代田田田田防防防防犯犯犯犯パパパパトトトトロロロローーーールルルル地地地地域域域域見見見見守守守守りりりり隊隊隊隊 防犯活動を通じ、安全安心な地域づくりに寄与防犯活動を通じ、安全安心な地域づくりに寄与防犯活動を通じ、安全安心な地域づくりに寄与防犯活動を通じ、安全安心な地域づくりに寄与

60606060 金金金金 屋屋屋屋 連連連連 区区区区 防防防防 犯犯犯犯 パパパパ トトトト ロロロロ ーーーー ルルルル 会会会会 　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

61616161
金金金金 屋屋屋屋 南南南南 連連連連 区区区区 防防防防 犯犯犯犯 ボボボボ ララララ ンンンン テテテテ ィィィィ アアアア
パパパパ トトトト ロロロロ ーーーー ルルルル 隊隊隊隊

　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃


