
年度 氏名 在住地 主な功労内容
 石田礼一郎 植田町  植田文化協会郷土史部部長・郷土史の研究、普及に尽力

 城田和夫 賀茂町  賀茂校区文化協会ひょうたん部部長

 手塚典成 大清水町  大清水校区文化協会会長・写真教室の開催指導

 古谷　武 牛川町  牛川文化協会会長・校区文化協会連絡協議会会長

 村田次郎 野依町  野依文化協会会長・校区文化協会連絡協議会役員

 伊藤重吉 下地町  園芸教室の開設指導・文化祭や市民館まつりへの協力

 杉原竹雄 牛川町  牛川文化協会茶道部の指導

 内藤邦一 立花町  民謡指導・羽根井書道学習会の開催指導

 牧野葎子 牛川町  鷹丘文化協会民踊の指導・鷹丘文化協会副会長

 山本太一 植田町  植田校区文化協会短歌会部長・植田校区文化協会会長

 飯田志郎 船渡町  大崎校区文化協会副会長

 加藤元美 多米町  多米校区文化協会会長・ダンス部部長

 佐野弌美 南栄町  地区、校区市民館における歌唱指導

 島田晴子 若松町  茶道、短歌指導・野依校区文化協会役員

 鈴木保治 大村町  校区市民館における書道指導

 藤井まさ 旭　町  民謡指導・八町文化協会役員

 星野　廣 東小鷹野  鷹丘文化協会役員・歌謡曲部長

 山田あさ江 富士見台  詩吟、和裁指導・富士見台文化協会役員

 伊藤佐一 前畑町  校区市民館における書道指導

 佐藤吉是 下地町  作品展、芸能大会の開催、下地文化協会会長

 村松　梢 大清水町  地区市民館における手編の指導

 山本健一 富士見台  演歌・短歌の指導、富士見台文化協会副会長

 河合甚造 石巻平野町  習字の指導、西郷校区文化協会会長・役員

 鈴木辰雄 杉山町  地区市民館における俳句指導

 今泉　潔 忠興２  鷹丘文化協会芸能部長・副会長

 中林静代 大崎町  日本舞踊の指導、大崎校区文化協会役員

 鈴木すなを 船町  俳句の指導、松葉校区文化振興協会役員

 南條公豊 八町通３  日本舞踊の指導・八町文化協会役員

 白井重男 大橋通３  歌謡教室開催指導

 仲井克好 向山西町  向山校区文化振興活動役員・三世代交流事業の創始

 本田房枝 下地町  舞踊、下地校区盆踊りの指導

 竹田佳代 松井町  校区市民館におけるカラオケの指導

 中島規雄 大山町  校区市民館における詩吟の指導

 河合豊松 前田町１  南稜地区市民館における民謡、民謡三味線の指導

 西尾一郎 牛川町  木遣の指導・牛川文化協会副会長

 松岡絹代 西小鷹野  鷹丘文化協会副会長・詩吟部長

 加藤昌子 石巻本町  玉川校区文化協会役員

 朝倉ウメ子 大岩町  書道、生花、舞踊、三味線の指導・二川文化協会副会長

 北岡豊悠毬 八町通４  日本民踊の指導・八町文化協会理事

 近藤幸代 八通町  羽根井地区市民館における詩吟の指導

 藤田文吉 下地町  下地文化協会役員

 斎藤冽子 横須賀町  津田校区市民館における俳画の指導

 小林　正 植田町  植田文化協会役員

 染川一美 野依町  野依町文化協会役員・郷土史編集委員

 中村吉造 大清水町  大清水文化協会役員・演歌の指導

 矢野ゆき子 牛川町  牛川文化協会副会長

 中村もと 東小鷹野  茶華道の指導

 宮里雨童 飯村町  飯村校区市民館における俳画の指導

 辻　重夫 北島町  松葉校区文化振興協会役員、詩吟の指導

 高木季左子 中松山町  松山校区社会教育委員（婦人部長）

 小林昭二 植田町  植田文化協会役員・カメラ部部長

 杉山しづゑ 富士見台２  富士見台民踊舞踊サークルの指導

 中野仁郎 牛川通５  牛川文化協会役員

 五織輝芳 忠興１  鷹丘文化協会民踊部長

 豊田まつの 石巻本町  玉川校区市民館における民踊の指導

 石田吉助 賀茂町  賀茂文化協会役員・短歌の指導
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年度 氏名 在住地 主な功労内容
 藤田和子 旭　町  旭校区における太極拳・気功の指導

 村松ミネヨ 下地町  下地校区における剣舞・詩舞の指導

 小林長明 植田町  植田文化協会役員・郷土玩具部部長

 志満津啓司 野依町  野依校区文化協会会長・校区文化協会連絡協議会会長

 鈴木志津枝 牛川町  牛川文化協会副会長・文芸部長

 二橋角次 東小鷹野１  鷹丘文化協会俳句短歌部長

 尾崎昭子 多米東町  多米校区市民館、東陽地区市民館における生花の指導

 野々村正次 三ﾉ輪町  豊岡地区市民館における生花の指導

 杉井政雄 下地町  下地文化協会副会長

 石田喜一郎 植田町  元植田文化協会副会長

 山本照子 橋良町  南稜地区市民館における生花の指導

 上田和彦 井原町  牛川文化協会副会長

 尾崎満保 多米東町  多米校区文化協会役員

 村松　弘 飯村町  飯村校区文化委員会役員

 深見みゆき 天伯町  天伯校区市民館における日本舞踊の指導

 岡田百合子 花田町  花田校区市民館における華道の指導

 斉藤悦江 下地町  下地文化協会副会長

 浦川俊夫 植田町  元植田文化協会役員

 杉浦右一 大清水町  南稜地区市民館における盆栽の指導

 岡崎昌次 富士見台４  富士見台文化協会役員

 遠山加代子 南牛川２  元牛川文化協会会長

 菅沼好次 忠興１  鷹丘文化協会役員

 川村律子 曙　町  幸校区市民館における茶道、華道の指導

 加藤精一 前芝町  前芝地区市民館における俳句指導

 伴野哲一 老津町  老津校区市民館における俳句指導

 酒井みよ子 旭本町  昭和61年以来、文化協会創立及び活動に尽力

 村田武男 大岩町  平成2年以来校区役員として文化協会の創立に尽力

 岡崎浩子 富士見台  平成4年以来、文化協会の創立及び活動に尽力

 河合みち子 大崎町  昭和62年から歌唱指導

 倉内久迩夫 牟呂町  老人クラブ活動に永年尽力

 後藤謙治郎 牛川町  牛川文化協会に入会し、地域の歴史の調査、発掘に尽力

 竹田みのる 忠興  昭和58年以来、校区文化協会日舞部の指導者として、振興、普及に尽力

 田島一夫 富士見台  平成2年から陶芸技術の普及に尽力

 西澤喜六 石巻本町  昭和57年から校区の方々に歌唱指導をして、校区の文化祭に貢献

 山本　正 石巻萩平町  平成3年から希望者に自ら製作した尺八を無償提供し校区において尺八を指導

 石川和子 牛川通３  牛川文化協会の短歌部部長、文芸のまとめ役として尽力

 伊藤房男 豊栄町  二川南校区文化協会役員・副会長として尽力

 尾崎繁成 多米東町２  多米校区文化協会のカラオケサークルの代表者として尽力

 小田里子 富士見台５  富士見台文化協会の「散歩道」歩こう会の部長として尽力

 加藤政恵 馬見塚町  吉田方校区の剣詩舞サークルの指導者として尽力

 北澤國富 忠興３  鷹丘校区文化協会の理事として校区文化祭の企画・運営に尽力

 髙木冨佐代 船渡町  文化祭の茶席を指導するとともに、大崎校区文化協会の役員として尽力

 山本勝康 大清水町  大清水校区文化協会会長として尽力

 小柳津滿里子 東脇２  汐田校区文化協会の和太鼓サークルの指導に尽力

 河合愛子 植田町  植田文化協会の華道部会の指導に尽力

 河合昭治 大清水町  大清水校区文化協会の誌吟サークルの指導と協会の会計として尽力

 坂上香代子 大崎町  大崎校区文化協会の茶道、華道サークルの指導に尽力

 笹野幾代 下五井町  津田校区文化振興協会の華道、ﾄﾞﾗｲﾌﾗﾜｰｻｰｸﾙの指導に尽力

 白井せつ 下地町  下地文化協会の日本舞踊サークルの指導に尽力

 菅沼彌名雄 石巻町  石巻校区文化協会のカラオケサークルにおいて歌唱指導に尽力

 夏目惠子 岩崎町  多米校区文化協会の民舞サークルの指導に尽力

 福岡孝子 緑ヶ丘２  鷹丘校区文化協会の日本舞踊サークルの指導に尽力

 宮道三江 草間町  中野校区文化協会の設立に尽力するとともに、以来役員として尽力

 山田民子 牛川町  牛川文化協会の華道サークルを指導するとともに、協会の役員として尽力
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年度 氏名 在住地 主な功労内容

 石黒甲子一 下地町  俳句の指導と市民館祭りの開催に尽力

 浦山泰英 牛川通一  牛川文化協会役員として活躍

 尾崎公敏 多米東町二  和太鼓の演奏及び指導により地域の文化行事に貢献

 近藤徳子 神ノ輪町  中野文化協会役員として活躍

 高橋すゑ 東森岡町二  日本舞踊の指導と市民館祭りの開催に尽力

 高柳やす子 大崎町  華道の普及発展に尽力

 玉田世津 富士見台四  大正琴の指導と富士見台文化協会役員として活躍

 藤倉胖 植田町  カラオケの指導に尽力

 山本嘉郎 岡崎市  俳句の指導に尽力

伊藤　春一 忠興一丁目 民謡部役員として尽力、また尺八の指導者として活躍

荻原　昌子 魚町 女性コーラス部講師として指導に尽力

櫻井　通子 草間町 中野文化協会役員として尽力、折紙の普及発展につとめる

佐野　貞夫 東森岡1丁目 玉川校区文化協会役員として尽力

白井　茂 船渡町 大崎校区文化協会役員として尽力

野田　和子 老津町 舞踊の指導者として活躍、市民館祭りの開催に尽力

野田　ひさ子 大岩町 水彩画講座や市民館講座などの指導に尽力

野田　光司 植田町 植田文化協会役員として尽力、絵画の指導者として活躍

深谷　定男 下地町二丁目 社交ダンスクラブの指導者として活躍、市民館祭りの開催に尽力

山本　瑳一 賀茂町 賀茂校区文化協会役員として尽力

大清水しょうぶ太
鼓（会長　大桑
素子）

大清水町 地域の子ども達への太鼓の指導に尽力

朝倉　晴子 牛川薬師町 牛川文化協会役員として、地域の文化振興に尽力

荒井　須磨子 東松山町 松山市民館俳句の会（木曜会）役員として、地域の文化振興に尽力

稲垣　孝一郎 植田町 植田文化協会役員、および郷土史跡めぐり部の指導者として活躍

加藤　智子 石巻本町 玉川校区の生け花クラブで指導者として活躍

佐藤　ふさ 船町 地域や盲学校などで茶道・華道の指導者として活躍

荘田　恵美子 牟呂町 汐田校区で結成された舞踊団体の指導者として活躍

鈴木　三芳 下地町五丁目 下地文化協会役員、および俳画・水墨画の指導者として活躍

高木　基惠 菰口町三丁目 地域の要請により、日本画の指導者として活躍

中川　茂 大崎町 地域で結成されたしおかぜ太鼓の指導者として活躍

中村　生子 多米中町二丁目 多米校区文化協会役員として、地域の文化振興に尽力

羽柴　裕子 藤沢町 中野文化協会役員として、地域の文化振興に尽力

松本　嵩 嵩山町 嵩山大念仏（念仏踊り）保存会会長としてその保存と伝承に尽力

石井　恵美子 東小鷹野３ 鷹丘文化協会大正琴部の指導者として活躍

岩崎　秀純 植田町 植田文化協会役員として、地域の文化振興に尽力

榎本　京子　　　 住吉町 女性コーラス部の指導者として活躍

加藤　浩子 広小路１ 前芝校区の「南画の会」の指導者として活躍

近田　操 下地町 下地校区で編み物の指導者として活躍

坂口　豊治　　　　　南牛川１ 牛川文化協会役員として、地域の文化振興に尽力

白井　トミ子　 大崎町 舞踊の指導者及び大崎文化協会役員として活躍

谷野　やす 前田南町１ 俳句、俳画の指導者として、地域の文化振興に尽力

内藤　一末 石巻本町 伝統花火の技術指導者として活躍

長谷川　栄子 野田町 美蔭流八栄美会で新舞踊指導者として活躍

福田　守男 東脇１ ボランティアで汐田校区の絵画の指導者として活躍

村田　千恵子 飯村南４ 飯村校区の日本舞踊の指導者として活躍

大清水木遣り保存会は神社祭礼、各種諸行事やイベント、青少年の

健全育成活動など、地域の文化振興に尽力

酒井　正志 大崎町 大崎文化協会役員として、地域の文化振興に尽力

杉浦　秀一 曙町 日本画「絵夢の会」の指導者として活躍

豊田　ゆきゑ 中柴町 舞踊の指導者として活躍

中澤　英智 植田町 植田文化協会役員として、地域の文化振興に尽力

林　輝雄 賀茂町 賀茂文化協会役員として、地域の文化振興に尽力

牛川文化協会音楽部 牛川町 牛川文化協会音楽部は軽音楽の演奏を通して地域の文化活動に尽力

鷹丘短歌同好会 西小鷹野三丁目 鷹丘短歌同好会は地域の行事や投句活動に参加し、また後進育成など

地域の文化振興に尽力

牟呂史研究会は郷土史研究刊行物「牟呂史つれづれ」を刊行するなど

地域の文化振興に尽力
東脇二丁目
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年度 氏名 在住地 主な功労内容

大塚　一美 大崎町 大崎文化協会役員として、地域の文化振興に尽力

小川　明 緑ヶ丘一丁目 鷹丘文化協会役員として、地域の文化振興に尽力

河合　美智子 伊古部町 詩吟・詩舞の指導者として活躍

豊田　堅二 植田町 植田文化協会役員として、地域の文化振興に尽力

星野　茂夫 賀茂町 賀茂文化協会役員として、地域の文化振興に尽力

東陽太鼓　鼓楽会 多米東町 和太鼓の演奏を通して地域の文化活動に尽力

加藤　欽士 多米東町 多米文化協会役員として、地域の文化振興に尽力

榛葉　陽一 東小鷹野町 鷹丘文化協会役員として、地域の文化振興に尽力

竹本　與一 東小浜町 中野文化協会役員として、地域の文化振興に尽力

田中　景子 牛川薬師町 舞踊の指導者として活躍

松村　春夫 佐藤一丁目 つつじが丘校区文化委員会役員として、地域の文化振興に尽力

水越　國夫 下地町 下地校区文化協会役員として、地域の文化振興に尽力

宮城　金男 賀茂町 ひょうたんクラブの指導者として活躍

山口　泰弘 飯村北三丁目 華道の指導者として活躍

山本　冴子 植田町 カラオケ、舞踊の指導者として活躍

伊東　宏 植田町 植田文化協会役員として、地域の文化振興に尽力

岩瀬　伸雄 賀茂町 賀茂文化協会役員として、地域の文化振興に尽力

奥村　喜久子 忠興三丁目 鷹丘文化協会役員として、地域の文化振興に尽力

杉井　よし枝 下地町 下地文化協会役員として、地域の文化振興に尽力

安藤　桂伍 賀茂町 賀茂校区文化協会役員として、地域の文化振興に尽力

田村　千代子 石巻本町 三味線同好会指導者として、地域の文化振興に尽力

中澤　惠子 植田町 植田文化協会役員として、地域の文化振興に尽力

中西　靖夫 石巻平野町 西郷校区文化協会役員として、地域の文化振興に尽力

福井　律子 多米中町 多米校区文化協会役員として、地域の文化振興に尽力

藤原　幸子 牛川町 牛川文化協会役員として、地域の文化振興に尽力

松井　和久 下条東町 下条校区文化協会役員として、地域の文化振興に尽力

山本　恵子 東細谷町 押し花及び絵手紙の指導者として、地域の文化振興に尽力

大山　澄子 多米東町 多米校区文化協会役員として、地域の文化振興に尽力

荻野　須磨子 植田町 生花、手芸の指導者として、地域の文化振興に尽力

河合　充 森岡町 太鼓の指導者として、地域の文化振興に尽力

川添　美恵子 西小鷹野1丁目 鷹丘文化協会役員として、地域の文化振興に尽力

林　みな子 牛川町 牛川文化協会役員として、地域の文化振興に尽力

藤井　隆次 賀茂町 賀茂校区文化協会役員として、地域の文化振興に尽力

簗瀬　茂樹 下地町 絵手紙の指導者として、地域の文化振興に尽力

今泉　丸子 忠興三丁目 鷹丘文化協会役員として、地域の文化振興に尽力している

河合　照子 多米西町一丁目 多米校区文化協会役員として、地域の文化振興に尽力している

園部　悦代 植田町 植田文化協会役員として、地域の文化振興に尽力している

仲井　政弘 大清水町 地域の歴史文化活動の指導者として、地域の文化振興に尽力している

林　喜久治 賀茂町 賀茂校区文化協会役員として、地域の文化振興に尽力している

林　矩道 前芝町 地域の歴史文化活動の指導者として、地域の文化振興に尽力している

山本　祥子 牛川薬師町 牛川文化協会役員として、地域の文化振興に尽力している

渡辺　都 西岩田四丁目 日本舞踊の指導者として、地域の文化振興に尽力している

尾崎　貢嗣 多米中町 多米校区文化協会役員として、地域の文化振興に尽力している

下村　千代子 忠興1丁目 鷹丘文化協会役員として、地域の文化振興に尽力している

山本　章子 大清水町 地域団体における歌謡の指導者として、地域の文化振興に尽力している

石巻本町 花火奉納における技術の伝承、後継者育成など、地域の文化振興に尽力している

やまとなでしこ 神野新田町 和太鼓、笛、三味線の演奏団体として、地域の文化振興に尽力している

尾崎　好子 多米中町 多米校区文化協会役員として、地域の文化振興に尽力している

近田　好浩 賀茂町 賀茂校区文化協会役員として、地域の文化振興に尽力している

豊田　陽代 前田中町 地域団体における童謡唱歌の指導者として、地域の文化振興に尽力している

野中　武彦 牛川町 牛川文化協会役員として、地域の文化振興に尽力している

花井　正夫 杉山町 地域団体におけるカラオケの指導者として、地域の文化振興に尽力している

和田　恵美子 西小鷹野３丁目 鷹丘文化協会役員として、地域の文化振興に尽力している

嵩山大念仏保存会 嵩山町 大念仏の保存・継承、後継者育成など、地域の文化振興に尽力している

伊藤　るり 岩屋町 岩西校区文化協会役員として、地域の文化振興に尽力している

柴田　好己 多米東町 多米校区文化協会役員として、地域の文化振興に尽力している

森田　章惠 南牛川二丁目 牛川文化協会役員として、地域の文化振興に尽力している

渡邊　一明 東小鷹野三丁目 地域における書道の指導者として、地域の文化振興に尽力している
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