
平成25年度 小城市市政功労表彰

小城市青少年育成市民会議表彰 小城市文化連盟会長表彰

交通安全功労者表彰 人権擁護委員活動に法務大臣表彰

　11月９日（土）に小城市の文化芸術の振興に寄
与し、また永年、文化連盟の発展に功績があった
方を表彰する、小城市文化連盟会長表彰式が小城
市民文化祭小城町芸能祭の席上で行われました。
◆文化功労表彰
　森永　七英／小城町　（リズムダンス）
◆永年功労表彰
　上野美智子／三日月町　（おはなし会）
　大坪惠美子／牛津町　（大正琴）
　中島　和夫／芦刈町　（書道）
◆感謝状　永野　初子／芦刈町　（茶道）

　11月16日（土）に行われた少年少女の声大会の席
上で青少年の健全育成に寄与、また、青少年の模範
となられた方々を表彰しました。
◆功労者表彰個人
　松尾　恵二／岩松地区　川添須惠子／晴田地区
　山﨑　和馬／三里地区　中島サワ子／三里地区
　末次正二郎／三日月地区　中野　範子／牛津地区
　平石　俊英／芦刈地区
◆功労者表彰団体
　牛津お話会、おはなしたまてばこ（牛津地区）
　芦刈地区青少年育成会(芦刈地区)
◆善行表彰団体　㈱大義建設(三日月地区)　
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平成25年度 佐賀県教育長表彰

　11月１日（金）に佐賀県庁で授賞式が行われ、小城市か
ら８人の職員や生徒が受賞されました。
　教育分野で優秀な実績のある教職員、今年度スポー
ツ・文化面で優秀な成績を残した児童生徒に与えられる
賞です。

佐賀県教育長表彰受賞者
【教 職 員】　江里口和紀（芦刈小）・北島　素子（芦刈小）
　　　　　　光石　成江（岩松小）

小城中学校水泳部400Ｍメドレー
【生　　徒】　小坂　まゆ（２年生）・中島　亜美（２年生）
　　　　　　松尾　衿那（３年生）・中島　鈴花（３年生）
　　　　　　鮎川　真子（３年生）

にし  むら  とし 

はる
　10月21日（月）に法務省で人権擁護委員の西村俊
治さん（三日月町）が、法務大臣表彰を受賞されまし
た。
　この表彰は、多年にわたる人権相談活動や人権啓
発活動が特に顕著であると認められたものです。今
後とも、よろしくお願いします。
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受賞おめでとうございます!受賞おめでとうございます!

　小城市交通安全指導員の江口勝仁さん（牛津町）
は、10月29日（火）に佐賀県庁で開催された表彰式
で、多年にわたる交通安全活動の功労を表され、佐
賀県交通対策協議会長表彰を受賞されました。
　江口さんは、交通安全指導員を14年間務められ、
現在も通学時の児童・生徒の交通安全のために街頭
活動などを行われています。

  え　ぐち  かつ  ひと

小城市の発展・振興に貢献された皆さんをご紹介します！
皆様のますますのご活躍を祈念いたしております。（敬称略）

　12月10日（火）に、平成25年度市政功労者表彰式を開催しました。これは、多年にわたり市政の　12月10日（火）に、平成25年度市政功労者表彰式を開催しました。これは、多年にわたり市政の　12月10日（火）に、平成25年度市政功労者表彰式を開催しました。これは、多年にわたり市政の　12月10日（火）に、平成25年度市政功労者表彰式を開催しました。これは、多年にわたり市政の　12月10日（火）に、平成25年度市政功労者表彰式を開催しました。これは、多年にわたり市政の　12月10日（火）に、平成25年度市政功労者表彰式を開催しました。これは、多年にわたり市政の
発展に大きく貢献された方々の功績をたたえるものです。
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小城市青少年育成市民会議表彰 小城市文化連盟会長表彰

交通安全功労者表彰 人権擁護委員活動に法務大臣表彰

　11月９日（土）に小城市の文化芸術の振興に寄
与し、また永年、文化連盟の発展に功績があった
方を表彰する、小城市文化連盟会長表彰式が小城
市民文化祭小城町芸能祭の席上で行われました。
◆文化功労表彰
　森永　七英／小城町　（リズムダンス）
◆永年功労表彰
　上野美智子／三日月町　（おはなし会）
　大坪惠美子／牛津町　（大正琴）
　中島　和夫／芦刈町　（書道）
◆感謝状　永野　初子／芦刈町　（茶道）

　11月16日（土）に行われた少年少女の声大会の席
上で青少年の健全育成に寄与、また、青少年の模範
となられた方々を表彰しました。
◆功労者表彰個人
　松尾　恵二／岩松地区　川添須惠子／晴田地区
　山﨑　和馬／三里地区　中島サワ子／三里地区
　末次正二郎／三日月地区　中野　範子／牛津地区
　平石　俊英／芦刈地区
◆功労者表彰団体
　牛津お話会、おはなしたまてばこ（牛津地区）
　芦刈地区青少年育成会(芦刈地区)
◆善行表彰団体　㈱大義建設(三日月地区)　
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平成25年度 佐賀県教育長表彰

　11月１日（金）に佐賀県庁で授賞式が行われ、小城市か
ら８人の職員や生徒が受賞されました。
　教育分野で優秀な実績のある教職員、今年度スポー
ツ・文化面で優秀な成績を残した児童生徒に与えられる
賞です。

佐賀県教育長表彰受賞者
【教 職 員】　江里口和紀（芦刈小）・北島　素子（芦刈小）
　　　　　　光石　成江（岩松小）

小城中学校水泳部400Ｍメドレー
【生　　徒】　小坂　まゆ（２年生）・中島　亜美（２年生）
　　　　　　松尾　衿那（３年生）・中島　鈴花（３年生）
　　　　　　鮎川　真子（３年生）

にし  むら  とし 

はる
　10月21日（月）に法務省で人権擁護委員の西村俊
治さん（三日月町）が、法務大臣表彰を受賞されまし
た。
　この表彰は、多年にわたる人権相談活動や人権啓
発活動が特に顕著であると認められたものです。今
後とも、よろしくお願いします。

  え　 り　ぐち かず のり　　　　　　　　　　　  きた じま　　　もと　こ

みつ いし　　　なり　え

 こ　さか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なか しま　　　 あ　 み

まつ　お　　　 えり　な　　　　　　　　　　　　なか しま　　　りん　か

あゆ かわ　　　 ま　 こ

受賞おめでとうございます!受賞おめでとうございます!

　小城市交通安全指導員の江口勝仁さん（牛津町）
は、10月29日（火）に佐賀県庁で開催された表彰式
で、多年にわたる交通安全活動の功労を表され、佐
賀県交通対策協議会長表彰を受賞されました。
　江口さんは、交通安全指導員を14年間務められ、
現在も通学時の児童・生徒の交通安全のために街頭
活動などを行われています。

  え　ぐち  かつ  ひと

小城市の発展・振興に貢献された皆さんをご紹介します！
皆様のますますのご活躍を祈念いたしております。（敬称略）
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