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社会福祉大会受賞者 

五十音順、敬称略 

○ 大会会長表彰 

  １ 社会福祉事業功労者              （ １２２名 １３団体 ） 

 

 

 

 
 

    石津  和子   市川  操子   大嶋  孝子   小川  道子 

    急式  悦子   小西  きよ   瀬倉 あさ子   髙栖  敦子 

    田島  晶子   鶴見 由利子   平本  和子   廣井 ミチ子 

    深川  達也   藤田  昌代   星野  幸子   堀江  房枝 

    本領 美智子   宮坂  厚郎   諸星 すみ江   矢島  祥子 

    栁川  誠至   山下 せい子   横山 惠美子   渡邉  成子 
 
 

 

 

 

平 野  滿 

 

 

 

 

 

 

 
     

小笠原 昭蔵(川越市身体障害者福祉会連合会) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤羽  純子(社会福祉法人誠豊会)  飯塚 さち子(社会福祉法人真寿会) 

石川  克己(社会福祉法人誠豊会)  伊藤  将人(社会福祉法人親愛会) 

伊藤  康代(社会福祉法人親愛会)  入江 さゆり(社会福祉法人誠豊会) 

社会福祉団体役員   

現に社会福祉団体の役員として、１０年以上（在職期間が中断されている場合

は、その期間を除き通算するものとする。）在職し、功績顕著な者。 

なお、社会福祉団体とは、地区社協、自治会連合会、老人クラブ連合会、傷痍

軍人会、更生保護女性会、遺族会、在宅介護者友の会、障害者団体連絡協議会構

成団体、脳性まひ者協会友の会とする。 

 

社会福祉法人、社会福祉事業を行う特定非営利活動法人及び民間社会福祉施設の職員 

現に社会福祉法人、社会福祉事業を行う特定非営利活動法人及び民間社会福

祉施設の職員として、１０年以上在職し、功績顕著な者。（なお、特定非営利活

動法人の認可を受ける以前に地域デイケア施設等の職員であった者において

は、在職期間に含めるものとする。） 

ただし、川越市家庭保育室要綱（昭和５１年５月１日施行）において指定さ

れた家庭保育室の職員にあっては、５年以上在職し、功績顕著な者も含むもの

とする。 

 

保 護 司   

現に保護司として、１０年以上（在職期間が中断されている場合は、その期間

を除き通算するものとする。）在職し、功績顕著な者。 

 

民生委員・児童委員   

現に民生委員・児童委員として、１０年以上（在職期間が中断されている場合

は、その期間を除き通算するものとする。）在職し、功績顕著な者。 
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上田  智一(社会福祉法人親愛会)    小川  貴子(社会福祉法人親愛会) 

尾島  恭子(社会福祉法人誠豊会)      金 子  恵(社会福祉法人親愛会) 

金島  清華(社会福祉法人親愛会)  亀卦川 毅彦(社会福祉法人誠豊会) 

久 保  聖(社会福祉法人誠豊会)  熊野  仁美(社会福祉法人誠豊会) 

小暮  雅幸(社会福祉法人親愛会)  沢 田  誠(社会福祉法人誠豊会) 

清水  和子(社会福祉法人誠豊会)  清水  京子(社会福祉法人誠豊会) 

杉田  正子(社会福祉法人親愛会)  鈴木 久美子(社会福祉法人誠豊会) 

相馬  早苗(社会福祉法人誠豊会)  遠宮  昌宏(社会福祉法人親愛会) 

德重  民子(社会福祉法人真寿会)  中島  恵子(社会福祉法人親愛会) 

永松  富恵(社会福祉法人誠豊会)  永 峯  実(社会福祉法人親愛会) 

中村  政子(社会福祉法人誠豊会)  西島  直樹(社会福祉法人誠豊会) 

野村  葉子(社会福祉法人誠豊会)  林原  美津(社会福祉法人誠豊会) 

原田  友美(社会福祉法人誠豊会)  樋口  恵理(社会福祉法人誠豊会) 

樋口  浩也(社会福祉法人誠豊会)  松岡  大樹(社会福祉法人親愛会) 

松村  栄子(社会福祉法人親愛会)  宮本  道子(社会福祉法人誠豊会) 

山田  恵美(社会福祉法人真寿会)  綿屋  静香(社会福祉法人親愛会) 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝日  和子   安齋 サハ子   五十嵐 みな子   石川  惠子 

市川  久代   今田 セツ子   宇賀神 貞雄   宇賀神 よし子 

大川 喜恵子   大久保 芳子   大島 亜寿沙   太田  邦子 

小澤 ハナ子   鹿熊  智和   梶野  洋子   菊地  繁雄 

工藤  憲一   黒澤  幸子   黒田 美知代   小池  節子 

小嶋 美佐子   小峯  祐里   齋藤 美沙子   坂田  瑞穂 

佐々木 厚子   佐竹  良江   佐藤  裕子   瀬沼  節子 

高橋 美智子   田村  峰子   塚本  禮子   東海林 弘一 

時田  弘子   利根川 栄子   豊田  寿子   内藤 亜希子 

永井 シナ子   灘山  幸男   奈良 美由紀   新家  律子 

畑  恭 子   花塚  宏枝   馬場  幸子   早川 嘉津江 

深澤 としえ   降旗  清子   細沼  悦子   政岡  弘一 

増村  幸子   真野  潤子   宮田  有康   矢島  恵子 

山口  花子   山本 恵美子 

ＮＰＯ法人アバ音楽の森     かすみ座  

ボランティア   

現に社会福祉活動のボランティアとして、活動歴が１０年以上で、すでに本

大会において大会会長感謝状を受けた個人または団体で功績顕著な者。 

なお、ボランティアとは、社会福祉活動のボランティア活動を行う個人また

は団体と友愛センター協力会員、ファミリー・サポート・センター提供会員、

盲人ガイドヘルパーなど住民参加型在宅福祉サービスの協力者とする。 
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かほく防犯パトロール     傾聴  たんぽぽ  

傾聴ボランティア  ハミング  傾聴ボランティアグループ ダンボ 

手芸ボランティアグループ すずらん  シリウスサポーターズ  

花睦会            樋口淑昌グループ  

やまびこ会          ゆずりは  

和太鼓  舞音  

 

   

 

  

大澤  輝正   佐々木 弘文   柴  サ ク   間坂  米子 

 

○ 大会会長感謝 

  １ 社会福祉事業協力者             （ １２９名 ２１団体 ） 

    

     

 

 

 

 

 

相田  光三   阿部  明美   阿部  憲一   天野  文彦 

新井  和子   荒井  依子   飯田  正代   飯田  安子 

井桁  丈哲   池田  武子   石井 由美子   石川  玲子 

市川  定二   市野川 典子   伊東 さか江   岩瀬  英子 

上野  勝乃   浮ヶ谷  正   牛窪 真由美   梅澤 喜美枝 

大石  一郎   大崎 由美子   大谷  和代   荻野  和人 

奥田  紀子   小澤 惠美子   小名木 富江   海保  満枝 

加藤  房子   金井  淳子   金子  靖幸   金子 ゆかり 

亀井  達雄   川村  千裕   菊地 富士子   岸田 理恵子 

喜名  絵里   木原  弘子   木村 久美子   清河  信義 

工藤  愛子   熊井  静代   桑名 由美子   小島  文子 

後藤  克予   小林  文子   駒﨑 美智子   小山  良夫 

齊藤  紀子   斎藤  美子   斉藤  慶子   坂井  桂子 

堺谷 まり子   榊原  一子   坂本  敏子   笹嶋  由美 

佐藤  和明   佐藤  典子   澤田 都貴重   篠  美代子 

篠沢  美幸   島﨑  好美   清水  和代   下村 まさ子 

白石 やす子   新藤  幸子   新藤  文子   菅沼  典子 

須釜  春江   鈴木  章子   鈴木  文代   鈴木 由美子 

ボランティア  

 現に社会福祉活動のボランティアとして、活動歴が５年以上で功績顕著な者。 

なお、ボランティアとは、社会福祉活動のボランティア活動を行う個人または

団体と友愛センター協力会員、ファミリー・サポート・センター提供会員、盲人

ガイドヘルパーなど住民参加型在宅福祉サービスの協力者とする。 

多額寄付者   

基準日より過去１年間に、個人は２０万円以上、団体は１００万円以上の金額

またはこれに相当する物品を寄付した個人及び団体等。 
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関  恒 夫   関口 マサ子   関谷  清吾   仙洞田 陽子 

田井  玲子   髙草木 初枝   高橋 セツ子   高橋 ユリ子 

千北  光子   都築 壽美子   寺澤  裕子   寺島 カツ子 

寺島  恭輔   時田  久恵   冨永  恵子   内 藤  勉 

中 里  操   中島  裕子   中杉 智可子   中野  知之 

中村  河代   中村  壽夫   奈良  光子   野口  勝子 

長谷部 マサ子   秦  美智子   原  智恵子   比 佐  實 

平嶋  福恵   笛木  弘美   藤野  文子   藤原  熙功 

船生  堤子   星  久 子   松本  哲二   水谷  光子 

三 宅  繁   宮崎  正紀   宮澤 美津恵   宮本  賢二 

武藤  英夫   目﨑  智子   本木 ハル子   森  美智子 

盛  めぐみ   森  芳 子   山岸  敏子   山崎  哲恵 

山田 ますみ   横沢  和子   吉田  幸子   吉野  重之 

米塚  成子 

いきいきサロンわかば        オアシスハーモニカ同好会 

会話パートナー すみれ       影絵劇団「虹」 

かほく環境ボランティア       川越尺八交流会 

川越ハイツはつらつ体操       木野目すみれ会ゲートボール部 

木野目はつらつ体操         傾聴ボランティア なでしこ 

健康体操 輝き           小江戸川越チンドン一座 

コスモス・さくら体操クラブ     視覚障害者ハーモニカサークル レインボウ 

大東スプリングハーモニカ      東急ニュータウン防犯パトロール隊  

並木元気クラブ           古市場・渋井いきいきサロン 

ボランティア団体「輝＆久」 

 

 

 

 

 

有山 茂平次   荻島  敏雄   原  龍 久   三 輪  修 

一隅を照らす運動天台宗西福寺檀徒一同  ㈲うず潮レーシング  

     

○ 社会福祉協議会理事長表彰           （ １名 ） 

 

 

 
 

 ・１０年勤続職員 

 小名木 明子 

寄 付 者   

現在も継続しており、その寄付歴が概ね５年以上で、寄付金の通算額が、個人

は１０万円以上、団体は５０万円以上の金額またはこれに相当する物品を寄付し

た個人及び団体等。 

職員表彰   

社会福祉法人川越市社会福祉協議会で２０年及び１０年勤続した職員。 

 


