
 

 

Press Release 
平成 24 年(2012 年) 11 月 14 日 

政策調整部 秘書広報課 

 

 

■趣旨・目的 

市の文化、社会その他各般にわたって市政振興に寄与し、または市民の模範と認められる行

為があった個人、団体を市長が表彰し、本市の自治行政の振興を促進することを目的として毎

年表彰式を開催しているものです。 

 

 

■日時 

平成 24 年 11 月 17 日(土) 午前 11 時～ 

 

 

■場所 

 じゅらくの里「福祉パーク館」 （湖南市東寺四丁目４番１号） 

 

 

■内容 

 自治功労表彰 １７人（元教育長、学校医、薬剤師、消防団 

図書館協議会委員、健康推進員） 

  

まちづくり表彰  ボランティア団体 ３団体 

 

 

 

 

 

 

■問い合わせ 

担当課名：秘書広報課 秘書担当 

担当者名：吉川、堤 

（直通） 0748 - 71-2314     （FAX） 0748 -72 -1467      

 〒520-3288 

滋賀県湖南市中央一丁目１番地 

湖南市役所 秘書広報課 

TEL 0748-71-2300  FAX 0748-72-1467 

 

 

平成 24 年度 湖南市 

市政功労者表彰式を開催 
 

市政功労者表彰式 次第 

 

①開会のことば 

②市民憲章唱和 

③市歌斉唱 

④式辞 

⑤市政功労者表彰 

⑥来賓祝辞（市議会議長） 

⑦閉会のことば 



平成24年度　市 政 功 労 者 表 彰 受 章 者
【対象】

氏　　名 ふりがな 公職名 年齢 在職期間 在職年数 表彰の種類

1 奥村　容久 おくむら　やすひさ 湖南市教育長 69
平成15年8月1日　～
平成23年11月17日

8 年 ３ ヶ 月 自治功労

2 中村　真人 なかむら　まさと 学校医 58 平成10年4月1日～現在 14年７ヶ月 自治功労

3 梅村　典靖 うめむら　のりやす 学校医 59 平成12年4月1日～現在 12年７ヶ月 自治功労

4 佐々　康裕 ささ　やすひろ 学校薬剤師 51 平成12年4月1日～現在 12年７ヶ月 自治功労

5 太田　勝政 おおた　かつまさ 消防団員 45 平成9年4月1日～現在 15年７ヶ月 自治功労

6 植西　正彦 うえにし　まさひこ 消防団員 47 平成9年4月1日～現在 15年７ヶ月 自治功労

7 長束　英幸 なつか　ひでゆき 消防団員 47 平成9年4月1日～現在 15年７ヶ月 自治功労

8 吉里　徹 よしざと　とおる 消防団員 38 平成9年4月1日～現在 15年７ヶ月 自治功労

9 吉川　正敏 よしかわ　まさとし 消防団員 51 平成9年4月1日～現在 15年７ヶ月 自治功労

10 北村　巳佐夫 きたむら　みさお 消防団員 47 平成9年4月1日～現在 15年７ヶ月 自治功労

11 北村　和豊 きたむら　かずとよ 消防団員 46 平成9年4月1日～現在 15年７ヶ月 自治功労

12 東峰　一馬 ひがしみね　かずま 消防団員 46
平成5年4月1日　～
平成17年3月31日

平成20年4月1日～現在
16年７ヶ月 自治功労

13 吉村　哲治 よしむら　てつじ 図書館協議会委員 57 平成9年4月1日～現在 15年７ヶ月 自治功労

14 成田　あかり なりた　あかり 図書館協議会委員 67
平成元年4月1日　～
平成19年2月16日

17年６ヶ月 自治功労

15 平賀　胤壽 ひらが　たねとし 図書館協議会委員 65 平成3年4月1日～現在 21年７ヶ月 自治功労

16 筧　篤子 かけい　あつこ 健康推進員 60 平成7年4月1日～現在 15年７ヶ月 自治功労

17 高柳　奈穂子 たかやなぎ　なほこ 健康推進員 54 平成9年4月1日～現在 15年７ヶ月 自治功労

【対象】

氏　　名 活動期間 活動年数 表彰の種類

18
ピッコロロ

（代表者筒井利佳）
平成2年～現在 22年 まちづくり

19
ちっちゃなかぜ

（代表者河野由子）
昭和61年～現在 26年 まちづくり

20
ふるさと会

（会長林田博行）
昭和63年3月19日～現在 31年７ヶ月 まちづくり
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まちづくり功労

自治功労

○湖南市で最初に小学生の登下校時の見守
りを行い、安全・安心なまちづくりに取り組んで
いる。○定期的に公共の場（自治会館・公園な
ど）の草刈りなどの清掃をを行っている。○健
康の取り組みとして月例会のはじめに健康体
操を行い、活動ではウォーキング、ニュース
ポーツを取り入れ、出前講座等で研修を行って
いる。○毎年秋に自治会館で作品展を開催し
会員の創作意欲を引き出し、また「バッチャンク
ラブ」のハーモニカは施設訪問などボランティ
ア活動を行っている。

活動内容

おはなし会のサークル。公民館などで活動を
はじめ、平成2年の石部図書館開館に伴い、現
在に至るまで毎月、同図書館でのお話会を実
施。ほか市内保育園、幼稚園や小学校、まち
づくりセンター等での活動もしている。

昭和61年12月に旧甲西町の主婦3人で発足し
たおはなし会のサークル。公民館等でおはなし
会を行い、平成元年の甲西図書館の開館に伴
い、現在に至るまで同図書館でのお話会を毎
月実施。ほか幼稚園や小･中学校、市内外の
保育園や病院、文庫、児童館、子育て支援セ
ンター等での活動も広く行ってきた。




