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報 道 発 表 資 料

令和３年７月５日（月） 

市制施行日記念式典を開催します 

～ 8 月 1 日は、豊橋市の 115 回目の誕生日です ～

私たちのまち“豊橋市”は、明治 39 年８月１日、全国で 62 番目の市として

誕生しました。当時の人口は、およそ 37,000 人、戸数はわずか 9,900 戸でした。

これは、現在の 10 分の 1の規模です。戦前・戦後を通じて、幾度かの試練を乗

り越え、東三河の中核都市として発展をしてきました。 

 豊橋市が誕生した８月１日、本市をこれまで育てていただいた方々に敬意を

表し、この日の意義を広く浸透させるため「市制施行日記念式典」を開催します。 

市制施行日記念式典（Toyohashi City 115th Anniversary）

日   時 令和３年８月１日（日）午前９時 30 分から（開場 午前９時） 

場   所  豊橋市公会堂 

内   容  市長式辞 

       市議会議長挨拶 

       豊橋市表彰式 

       豊橋市教育・体育・文化表彰式 

       来賓祝辞 

       来賓紹介 

そ の 他 新型コロナウイルス感染予防について 

・オープニングアトラクション等は実施せず、式典時間を短縮  

します。 

  ・マスクの着用、手指の消毒、室内の換気など徹底した感染症対  

       策を講じます。 

総務部行政課 課長補佐 渡部（電話５１－２０３４）
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◇豊橋市表彰について 

豊橋市表彰条例に基づき、市政に功労のあった方及び市民福祉の増進に貢献された 

方を市勢功労者として表彰します。 

【国 際 交 流】 豊 橋 日 独 協 会            (平成３年設立） 

（とよはしにちどくきょうかい） 

【体 育 振 興】 夏 目 輝 久（なつめ てるひさ）  （７２歳） 

【社 会 福 祉】 市 川 明 人（いちかわ あきと）  （７２歳） 

【社 会 福 祉】 掛 布 喜代子（かけふ きよこ）   （７４歳） 

【環 境 保 全】 岩屋緑地に親しむ会        （平成１３年設立） 

（いわやりょくちにしたしむかい） 

【産業振興(商工業)】 杉 浦 良 雄（すぎうら よしお）   （８６歳） 

【産業振興(商工業)】 鈴 木 伊能勢（すずき いのせ）    （７５歳） 

【産業振興（農業）】 白 井 良 始（しらい りょうじ）  （７１歳） 

企画部秘書課 主幹 浅野 （電話 ５１－２００９） 

◇豊橋市教育、体育、文化表彰について 

■教育表彰 

学校教育、学校保健衛生、社会教育など、教育に関する分野において、その振興・

発展に貢献された個人または団体を表彰します。 

（１）教育賞       

田部井 捷 子（ためがい かつこ）   （８２歳） 

荒 木 光 男（あらき みつお）    （７７歳） 

藤 田  保 （ふじた たもつ）    （７６歳） 

白 井 宏 治（しらい ひろじ）    （６７歳） 

（２）教育奨励賞 

つつじが丘ジュニアマーチングバンド 

（つつじがおかじゅにあまーちんぐばんど） 

教育部教育政策課 課長補佐 金田 （電話 ５１－２８０９） 

■体育表彰  

スポーツ競技指導、大会での活躍など、スポーツに関する分野において、その振

興・発展に貢献された個人または団体を表彰します。 

（１）スポーツ賞 

阿 部 弘 子（あべ ひろこ）     （８４歳） 

（２）スポーツ奨励賞 

鈴 木 祥 子（すずき しょうこ）   （６５歳） 

鈴 木 三和子（すずき みわこ）    （６１歳） 

棚 橋 大 介（たなはし だいすけ）  （３９歳） 

文化・スポーツ部 「スポーツのまち」づくり課 主幹 大村 （電話 ５１－２６９３） 
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■文化表彰  

芸術文化の普及・向上や文化財の保存・活用など、文化に関する分野においてそ

の振興・発展に貢献された個人または団体を表彰します。 

（１）文化振興賞 

宮 城 照 己（みやぎ てるみ）    （９２歳） 

原 田 ちよ子（はらだ ちよこ）      （７８歳） 

日本民踊研究会豊定会 

（にっぽんみんようけんきゅうかいほうていかい） 

（２）文化振興特別賞 

     冨 長 覚 梁（とみなが かくりょう） （８６歳） 

文化・スポーツ部「文化のまち」づくり課 課長補佐 木全 （電話 ５１－２３７０） 

※（敬称略・年齢はいずれも令和３年８月１日現在） 
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 [市勢功労者]

■豊橋日独協会（とよはしにちどくきょうかい）（平成３年設立）

功績概要/【国際交流】 

永年にわたりドイツ連邦共和国との交流を深め、コンサートや講演会など幅広

い分野における友好交流を行い、両国文化の架け橋として積極的に活動されるほ

か、ドイツ・ヴォルフスブルグ市と豊橋市とのパートナーシティ提携の実現に向

けて尽力されるなど、国際交流の推進に大きく貢献されました。 

略歴/ 

平成３年５月 月例会「シュタムティッシュ」開催（毎月） 

平成８年11月 音のかけ橋コンサート開催（平成17年まで毎年） 

平成９年11月 ローマン・ヘルツォーク独大統領来豊支援 

平成10年８月 とよはしみなとフェスティバル参加（毎年） 

平成11年10月 ゲルハルト・シュレーダー独首相来豊支援 

平成14年11月 とよはしまちなかスロータウン映画祭へのドイツ映画提供（毎年）

平成22年７月 豊橋青少年オーケストラキャンプ支援（毎年） 

平成24年３月 ヴォルフスブルク市マラソン交流使節団来豊支援（毎年） 

主な受賞/ 

平成18年10月 （財）愛知県国際交流協会国際交流推進功労賞 

平成18年10月 東愛知新聞社特別社会賞 

■夏目 輝久（なつめ てるひさ）（７２歳）豊橋市小池町 

功績概要/【体育振興】 

永年にわたり陸上競技協会役員として競技スポーツの振興やトップレベルの選

手の育成に尽力されるとともに、穂の国・豊橋ハーフマラソン等の運営に指導力

を発揮されるなど、スポーツの振興に大きく貢献されました。 

略歴/ 

昭和62年４月 豊橋陸上競技協会理事 

平成４年４月 愛知国体短距離強化コーチ 

平成17年４月 豊橋陸上競技協会理事長 

平成17年４月 （財）愛知陸上競技協会副会長 

平成24年４月 東三河陸上競技協会会長 

平成26年４月 （一財）愛知陸上競技協会評議員 

平成28年６月 （公財）豊橋市体育協会評議員 

主な受賞/ 

平成３年３月 （財）豊橋市体育協会スポーツ奨励賞 

平成５年10月 （財）日本陸上競技連盟平沼亮三章 

平成26年３月 （公財）豊橋市体育協会体育功労賞 

平成27年３月 （公財）愛知県体育協会功労賞 

平成27年８月  豊橋市スポーツ賞 

平成27年10月 （公財）日本陸上競技連盟秩父宮章 

■市川 明人（いちかわ あきと） （７２歳）豊橋市小松町 

功績概要/【社会福祉】 

参考資料
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永年にわたり保護司として、罪を犯した人の改善更生を助け、社会復帰に向け

た支援に献身的に取り組まれるとともに、犯罪や非行の予防活動のほか、保護司

の担い手確保と資質向上に尽力されるなど、社会福祉の増進に大きく貢献されま

した。 

略歴/ 

昭和63年５月 豊橋保護区保護司 

平成25年４月 豊橋保護区保護司会理事 

平成27年４月 豊橋保護区保護司会副会長 

平成31年４月 豊橋保護区保護司会会長 

主な受賞/ 

平成３年11月 愛知県保護司会連合会長表彰 

平成５年11月 名古屋保護観察所長表彰 

平成10年11月 中部地方保護司連盟会長表彰 

平成13年11月 中部地方更生保護委員会委員長表彰 

平成20年９月 全国保護司連盟会長表彰 

平成21年９月 法務大臣表彰 

平成29年11月 愛知県知事感謝状 

■掛布 喜代子（かけふ きよこ） （７４歳）豊橋市牧野町 

功績概要/【社会福祉】 

永年にわたり民生委員児童委員として、高齢者、障害者、子どもの見守りなど

の支援に献身的に取り組まれるとともに、幸校区において認知症行方不明者捜索

模擬訓練や見守り会を立ち上げ、認知症を地域で支えるための環境整備に尽力さ

れるなど、社会福祉の増進に大きく貢献されました。 

略歴/ 

平成10年12月 民生委員児童委員 

平成19年12月 豊橋市幸地区民生委員児童委員協議会会長 

平成22年12月 豊橋市民生委員児童委員協議会副会長 

主な受賞/ 

平成17年８月 豊橋市社会福祉協議会会長感謝状 

平成17年10月 愛知県社会福祉協議会会長感謝状 

平成23年10月 愛知県知事感謝状（10年） 

平成26年10月 愛知県知事感謝状（15年） 

平成28年８月 豊橋市社会福祉協議会会長表彰 

平成29年10月 愛知県社会福祉協議会会長表彰 

令和元年10月 愛知県知事感謝状（20年） 

■岩屋緑地に親しむ会 （平成１３年設立） 

功績概要/【環境保全】 

永年にわたり岩屋緑地において里山の保全活動に取り組まれ、自然に触れ合う

ことができる憩いの場づくりに尽力されるとともに、市民に里山の魅力を伝える

イベントを定期的に開催されたほか、小中学校児童生徒へ自然環境学習の機会を

提供されるなど、環境の保全に大きく貢献されました。

略歴/ 

平成13年３月 岩屋緑地に親しむ会設立 

平成13年８月 散策路の整備、里山保全活動（継続活動中） 

平成15年３月 きのこの菌打ち体験イベント開催（毎年） 

平成15年７月 伐採木チップ化リサイクル活動（継続活動中） 



- 6 - 

平成18年１月 アカマツ林保護活動（継続活動中） 

平成18年５月 花交流フェア協力（毎年） 

平成29年２月 桜の再生（継続活動中） 

令和２年４月 団体設立20周年記念事業樹名板設置（継続活動中） 

主な受賞/ 

平成17年６月 「ときめきの小徑」整備に対する豊橋市感謝状 

平成18年４月 全国みどりの愛護のつどい愛知県知事賞 

平成18年10月 緑の都市賞国土交通大臣賞 

平成23年７月 愛知県森林協会あいち森と緑づくり事業推進功労者表彰 

平成26年２月 地域づくり活動フォ－ラム愛知県知事表彰 

平成30年11月 愛市憲章実践活動表彰 

令和２年６月 森林レクリエーション地域美しの森づくり活動コンクール 

林野庁長官賞 

■杉浦 良雄（すぎうら よしお）（８６歳） 豊橋市三ノ輪町 

功績概要/【産業振興（商工業）】 

永年にわたり豊橋筆振興協同組合役員として、伝統的工芸品である豊橋筆の普

及と知名度向上に尽力されるとともに、小学校での出前講座をはじめ、広く後継

者の育成に取り組まれるなど、産業の振興に大きく貢献されました。 

略歴/ 

昭和52年７月 （株）杉浦製筆所代表取締役社長 

昭和53年４月 豊橋筆振興協同組合副理事長 

平成元年７月 （株）杉浦製筆所代表取締役会長 

平成８年４月 豊橋筆振興協同組合理事長 

主な受賞/ 

昭和60年10月 愛知県知事表彰（伝統的工芸品産業功労） 

平成４年11月 中部通商産業局局長賞 

平成10年２月 伝統的工芸品産業振興協会会長賞 

平成27年６月 豊橋商工会議所会頭賞 

平成28年８月 豊橋市制110周年記念感謝状 

■鈴木 伊能勢（すずき いのせ）（７５歳）豊橋市大橋通三丁目 

功績概要/【産業振興（商工業）】 

永年にわたり自動車販売業界におけるリーダーとして、業界の発展に寄与され

るとともに、豊橋商工会議所役員として、地域経済の発展に尽力されるなど、産

業の振興に大きく貢献されました。 

略歴/ 

平成４年６月 愛知県交通安全協会豊橋支部常任理事 

平成５年１月 豊橋三菱ふそう自動車販売（株）代表取締役社長 

平成９年４月 豊橋商工会議所議員 

平成９年９月 東三自動車商工組合理事長 

平成10年11月 豊橋商工会議所自動車関連業部会部会長 

平成13年11月 豊橋商工会議所常議員 

主な受賞/ 

－ 
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■白井 良始（しらい りょうじ）（７１歳） 豊橋市東赤沢町 

功績概要/【産業振興（農業）】 

永年にわたり豊橋農業協同組合役員として、営農支援を基軸としたバランスの

良い農協経営に取り組まれるとともに、地域農業の基盤強化や担い手育成に尽力

されるなど、産業の振興に大きく貢献されました。 

略歴/ 

平成16年６月 豊橋農業協同組合代表理事組合長 

平成16年６月 愛知県農業協同組合中央会理事 

平成20年７月 （株）ＪＡあぐりパーク食彩村代表取締役 

平成23年７月 愛知県農業共済組合組合長理事 

平成29年６月 愛知県経済農業協同組合連合会経営管理委員会会長 

平成29年11月 （一社）愛知県農業会議理事 

主な受賞/ 

平成16年11月 大日本農会農事功績者表彰（緑白綬有功章） 

平成21年11月 愛知県知事表彰（農業協同組合功労者） 

平成27年11月 愛知県知事表彰（産業功労） 

[教育表彰] 

【教育賞】 

■田部井 捷子 （ためがい かつこ） ８２歳（豊橋市八町通五丁目）

功績概要/ 

昭和55年に豊橋市立栄小学校および豊城中学校の学校薬剤師として就任以来、

学校保健委員会等に積極的に参画し、学校環境衛生の改善に尽力するなど、学校

保健活動の推進に貢献されました。 

略歴/ 

昭和55年 豊橋市立栄小学校、豊城中学校学校薬剤師 

主な受賞/ 

平成２年 豊橋市学校保健会永年勤続表彰（10年） 

平成12年 愛知県教育委員会永年勤続表彰（20年） 

平成22年 豊橋市学校保健会永年勤続表彰（30年） 

■荒木 光男 （あらき みつお） ７７歳（豊橋市三ノ輪町）

功績概要/ 

「地域の子どもは地域で守る」という考えを常に念頭に置き、合同補導活動に

より、子どもたちの見守りや温かい声かけを継続して行うなど、地域の子どもた

ちの健全育成に貢献されました。 

略歴/ 

昭和61年 豊橋市少年補導員 

平成18年 豊橋市立東部中学校学校評議員 

平成21年 東三ノ輪町自治会長 

主な受賞/ 

平成23年 （公社）全国少年警察ボランティア協会少年補導功労者表彰 

平成24年 （社）日本善行会善行表彰 
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■藤田 保 （ふじた たもつ） ７６歳（豊橋市藤沢町）

功績概要/ 

昭和57年に豊橋市立磯辺小学校の学校医として就任以来、心身ともに健やかな

児童生徒の育成を目標に、学校における保健管理や保健教育に尽力し、学校保健

活動の推進に貢献されました。 

略歴/ 

昭和57年 豊橋市立磯辺小学校学校医 

平成元年 豊橋市立南陽中学校学校医 

主な受賞/ 

平成４年 豊橋市学校保健会永年勤続表彰（10年） 

平成14年 愛知県教育委員会永年勤続表彰（20年） 

平成24年 豊橋市学校保健会永年勤続表彰（30年） 

■白井 宏治 （しらい ひろじ） ６７歳（豊橋市大岩町）

功績概要/ 

平成19年に豊橋市立賀茂小学校校長に就任以来、豊橋市教育委員会学校教育課

長、豊橋市立小中学校長会会長等を歴任し、教育に対する強い信念と情熱、高い

識見をもって学校教育の発展に貢献されました。 

略歴/ 

平成17年 豊橋市教育委員会学校教育課主幹 

平成19年 豊橋市立賀茂小学校校長 

平成21年 豊橋市教育委員会学校教育課長 

平成23年 豊橋市立中部中学校校長 

平成26年 豊橋市教育委員会学校経営アドバイザー 

平成30年 （学）理知の杜豊橋日本語学校校長 

主な受賞/ 

 - 

【教育奨励賞】 

■つつじが丘ジュニアマーチングバンド （つつじがおかじゅにあまーちんぐばんど）

功績概要/ 

平成21年に小学校の部活動とタイアップして活動を開始し、翌年に地域のバン

ドとして正式に発足して以来、演奏活動を通して、青少年の豊かな情操を養うこ

とを目的に、全国規模の大会に出場し入賞するほか、地域イベントに積極的に参

加するなど、青少年の健全育成に貢献されました。 

略歴/ 

平成21年 小学校の部活動とタイアップして活動開始 

平成22年 「つつじが丘ジュニアマーチングバンド」として正式発足 

平成23年 全国大会初出場（中学生の部銀賞） 

平成25年 全国大会出場（中学生の部銀賞） 

平成26年 全国大会出場（中学生の部銀賞） 

平成27年 Ａｌｌ Ｊａｐａｎ Ｃｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐｓ初出場 

平成29年 全国大会出場（中学生の部銀賞） 

令和２年 全国大会出場（中学生の部グッドビジュアル賞） 
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主な受賞/ 

平成23年 豊橋市教育委員会青少年賞 

 [体育表彰] 

【スポーツ賞】 

■阿部 弘子 （あべ ひろこ） （８４歳）豊橋市東光町

功績概要/ 

永年にわたり豊橋レクリエーション協会の運営に携わり、レクリエーション活

動の普及・発展に尽力されるとともに、公益財団法人豊橋市体育協会の役員とし

て、市民の健康増進と生きがいづくりに貢献されました。 

略歴/ 

昭和53年 豊橋レクリエーション協会理事 

平成９年 豊橋レクリエーション協会理事長 

平成12年 （財）豊橋市体育協会副理事長 

平成14年 豊橋レクリエーション協会会長 

平成24年 （公財）豊橋市体育協会副理事長 

平成31年 豊橋レクリエーション協会相談役 

主な受賞/ 

平成４年 （財）豊橋市体育協会スポーツ奨励賞 

平成14年 日本レクリエーション協会会長賞 

平成18年 文部科学大臣表彰（生涯スポーツ功労者） 

令和３年 （公財）豊橋市体育協会体育功労賞 

【スポーツ奨励賞】 

■鈴木 祥子 （すずき しょうこ） （６５歳）豊橋市西高師町

功績概要/ 

障害の有無や年齢にかかわらず参加できる障害者スポーツのボッチャの体験会

や教室を数多く開催し、指導を通じて競技の魅力を伝えるなど、ボッチャの普及

および障害者スポーツの理解促進に貢献されており、今後一層の活躍が期待され

ます。 

略歴/ 

昭和54年 愛知県立特別支援学校教諭 

平成19年 ボッチャクラブ主宰 

平成28年 ＳＳＣ（Ｓｐｅｃｉａｌ Ｓｐｏｒｔｓ Ｃｌｕｂ）主宰 

平成31年 ｅｎｊｏｙ☆ボッチャ代表 

主な受賞/ 

 - 

■鈴木 三和子 （すずき みわこ） （６１歳）豊橋市嵩山町

功績概要/ 

平成 18 年の総合型地域スポーツクラブＳＫＩＴＳの創設時から事務局長とし

て企画・運営に携わるとともに、障害の有無にかかわらず身近な地域でスポーツ

を楽しめる環境づくりに貢献されており、今後一層の活躍が期待されます。 
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略歴/ 

平成４年 豊橋市体育指導委員 

平成18年 豊橋市体育指導委員副会長 

平成18年 総合型地域スポーツクラブＳＫＩＴＳ事務局長 

平成24年 豊橋市スポーツ推進委員協議会副会長 

主な受賞/ 

平成25年 （公社）全国スポーツ推進委員連合スポーツ推進委員功労者表彰 

平成30年 文部科学大臣表彰（スポーツ推進委員功労者） 

■棚橋 大介 （たなはし だいすけ） （３９歳）豊橋市草間町

功績概要/ 

桜丘高等学校に赴任以来、ダンス部指導者として、同校ダンス部を全国大会で

の優勝や世界大会４連覇に導き、ダンス競技の指導・育成に貢献されるなど、指

導者として今後一層の活躍が期待されます。 

略歴/ 

平成26年 ミスダンスドリルチーム・インターナショナル ヒップホップ部門 

優勝（大会４連覇） 

 平成30年 マイナビハイスクールダンスコンペティション２０１８ 優勝 

令和元年 第９回全日本高等学校チームダンス選手権大会 小編成部門 優勝 

／大編成部門 準優勝／文部科学大臣賞（総合優勝） 

令和元年 第１回日本高校ダンス部選手権公式選抜大会グランプリ決定戦 

ストリートダンス協会賞 

令和２年 第10回全日本高等学校チームダンス選手権大会 小編成部門 第３位

／大編成部門 準優勝 

主な受賞/ 

平成25年 豊橋市教育奨励賞（桜丘高等学校ダンス部） 

令和３年 豊橋市体育協会優秀指導者賞 

 [文化表彰] 

【文化振興賞】 

■宮城 照己 （みやぎ てるみ） （９２歳）豊橋市東田町

功績概要/ 

洋画家として数々の賞を受賞されるとともに、東三河の小中学校で美術教師と

して教鞭をとり、退職後は水彩画を教える画塾を開設して多くの後進を育成した

ほか、永年にわたり豊橋市民展の審査員を務めるなど、地域の芸術文化の振興に

貢献されました。 

略歴/ 

昭和36年 形象派美術協会会員推挙 

昭和53年 豊橋市民展審査員 

昭和56年 形象派美術協会審査員 

昭和63年 形象派本展事務長 

平成２年 形象派美術協会運営委員長 

令和２年 愛知県文連美術展審査員 
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主な受賞/ 

昭和31年 中部日本美術展文部大臣賞受賞 

昭和32年 第５回形象派展特選 

昭和63年 第36回形象派展長浜賞受賞 

平成12年 第48回形象派展中日賞受賞 

令和元年 第67回形象派展福山賞受賞 

■原田 ちよ子 （はらだ ちよこ） （７８歳）豊橋市草間町 

功績概要/ 

主婦の傍ら、永年にわたり多数の能面を制作し、数多くの賞を積み重ねるとと

もに、制作した能面の展覧会の開催を通じて、能面の持つ魅力を発信するなど、

地域の能文化の振興に貢献されました。 

略歴/ 

平成３年 主婦の傍ら、能面の制作を開始 

平成25年 豊中島熊山能面祭優秀能面作家登録 

令和２年 豊橋市美術博物館で喜寿記念能面展を開催 

主な受賞/ 

平成15年 横浜能楽堂でベスト50賞入り 

平成22年 金沢能楽美術館現代能面美術展入選 

平成23年 豊中島熊山能面祭 大槻文蔵賞 

平成26年 大津市伝統芸能会館 大津市長賞 

平成27年 豊中島熊山能面祭 梅若玄祥賞 

令和元年 （一社）日本善行会善行表彰 

■日本民踊研究会豊定会 （にっぽんみんようけんきゅうかいほうていかい）

功績概要/ 

「踊りの輪を人の和に」をモットーに、永年にわたり民踊を中心とした舞踊の

普及・発展に努められるとともに、発表会や地域のボランティア活動にも精力的

に取り組み、地域の舞踊文化の振興に貢献されました。 

略歴/ 

昭和45年 日本民踊研究会豊定会を結成 

平成５年 ニューヨークカーネギーホールジャパンフェスティバル参加 

平成16年 ロサンゼルスジャパンフェスティバル参加 

平成19年 ニュージーランドジャパンフェスティバル参加  

主な受賞/ 

平成24年 豊橋市社会福祉銅有功賞 

令和２年 愛知県ボランティア活動功労者表彰 

令和２年 厚生労働大臣感謝状 

【文化振興特別賞】 

■冨長 覚梁 （とみなが かくりょう） （８６歳）岐阜県

功績概要/ 

詩人として活動するとともに、永年にわたり丸山薫賞運営委員会委員、丸山薫

賞選考委員会委員、丸山薫研究会会長を務められ、丸山薫の業績や作品の普及、

丸山薫賞の発展に尽力し、地域の文芸文化の振興に貢献されました。 
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略歴/ 

平成11年 丸山薫賞運営委員 

平成11年 中日詩人会会長 

平成14年 岐阜県文化財保護協会理事 

平成15年 丸山薫賞選考委員 

平成16年 丸山薫研究会会長 

平成26年 日本詩人クラブ名誉会員 

平成29年 丸山薫賞運営委員会会長 

主な受賞/ 

昭和53年 第18回中日詩賞 

平成14年 第35回日本詩人クラブ賞 

平成21年 岐阜県芸術文化顕彰 


