
※敬称略、老人福祉圏域順

工藤　義幸（くどう　よしゆき）　小坂町：男性　

御経歴 小坂町下小坂自治会老人クラブ会長 １２年

小坂町老人クラブ連合会理事 １２年

小坂町老人クラブ連合会監事 ８年

御功績

佐藤　勇（さとう　いさむ）　大館市：男性

御経歴 ９年

大館市老人クラブ連合会　下川沿支部長 　９年

大館市老人クラブ連合会　副会長 　４年

御功績

田口　悦郎（たぐち　えつろう）　北秋田市：男性

御経歴 単位老人クラブ会長 １０年

北秋田市老連合川支部長 １０年

北秋田市老人クラブ連合会理事 ３年

北秋田市老人クラブ連合会会長 　３年

御功績

令和２年度秋田県知事表彰老人福祉功績者

単位老人クラブ　第三紅葉クラブ会長

　平成２０年４月から小坂町老人クラブ連合会理事、平成２４年４月からは
監事として活動を続け現在にいたっており、会の育成や指導に尽力してきま
した。また、平成２０年４月から単位クラブの会長としても活躍しており、
その功績は誠に大きいものがあります。

　単位老人クラブ「第三紅葉クラブ」の会長として、同時に、大館市老人ク
ラブ連合会下川沿支部長として、平成２３年から令和２年の現在まで、９年
間以上の永きにわたり市老連の先導的な育成指導に尽力されているほか、市
老連の副会長としても、平成２３年４月から平成２７年３月までの２期４年
間にわたり歴任し、市老連の事業推進と会員の育成に貢献された功績は甚大
なものがあります。

　長年、地区単位クラブ会計担当として従事、平成２２年より北秋田市老連
合川支部長として奉仕活動、会員親睦のために貢献してきました。
　支部活動では、健康づくりとして年２回春秋に行っているグラウンドゴル
フ大会、健康講座などの事業を継続して進めています。
　また、平成２９年に北秋田市老連会長に就任後、事業を進めるにあたり４
事業部会の設置に尽力し、現在も会の運営にあたり先導に立ち職務を果たし
てきたその功績は誠に顕著であります。
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佐々木　満（ささき　みつる）　能代市：男性

御経歴 機織第二おとも会会長 ７年

東能代地区老人クラブ連合会長 ６年

能代市老人クラブ連合会副会長 ４年

御功績

武田　ヒデ（たけだ　ひで）　八峰町：女性

御経歴 単位老人クラブ会長 　１２年

八峰町老人クラブ連合会理事 １４年

八峰町老人クラブ連合会副会長 ５年

御功績

保坂　栄子（ほさか　えいこ）　秋田市：女性

御経歴 飯島飯田老人クラブ副会長 ５年

飯島飯田老人クラブ会長 ２年

北部地区老人クラブ連絡協議会副会長 ５年

北部地区老人クラブ連絡協議会女性委員会会長 ５年

秋田市老人クラブ連合会理事 ７年

秋田市老人クラブ連合会女性委員会副委員長 １年

御功績

　平成２５年、機織第二おとも会会長就任以来、地域の親睦と交流を大切に
し、神社の掃除等老人クラブ主導で毎年奉仕活動をし、自治会とともに行う
ことで、地域のつながりを大切にしています。
　また、地区老連会長として地域エリア内の草刈り等もボランティアで実
施、高齢者との友愛や地域の環境づくりに励んでいます。
　能代市老連副会長として４年、連合会の発展に貢献し、現在は地元のグ
ループホームの運営委員として尽力されています。

　平成１８年の町老連設立当初より女性部代表として理事に就任、平成２６
年からは副会長として会の運営及び指導に尽力しています。また、単位老人
クラブにおいては平成２０年度から令和元年度まで１２年間会長を務めまし
た。
　女性委員会の組織強化や活動に積極的に取り組み、町老連事業への提言、
友愛サロン活動の先駆けとして意欲的に取り組んでいます。
　また、八峰町社会福祉協議会評議員並びに理事として、老人福祉の向上は
もちろん、地域福祉活動のため多大な貢献をしています。

　平成１０年４月飯島飯田老人クラブに入会、平成２５年に副会長、平成３
０年には会長に就任しました。また、平成２７年からは北部地区老人クラブ
連絡協議会副会長・女性委員会会長を務め地区の後継者づくりにも励んでお
られます。そして、平成２５年に理事となった市老連では平成３０年から女
性委員会副委員長に就任し、市老連主催の文化祭、健康増進スポーツ大会、
リーダー研修会等のイベント開催に尽力され、その功績は大きなものであり
ます。
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櫻田　清一（さくらだ　せいいち） 秋田市：男性

御経歴 南部老人クラブ松竹会会長 ５年

１年

秋田市老人クラブ連合会理事 １年

秋田市老人クラブ連合会副会長 １年

御功績

佐藤　繁信（さとう　しげのぶ）　男鹿市：男性

御経歴 単位老人クラブ会会長 ７年

地区老人クラブ連合会事務局長 １年

男鹿市老人クラブ連合会理事 ２年

男鹿市老人クラブ連合会若手部委員 ５年

男鹿市老人クラブ連合会若手部部長 ２年

御功績

小林　友明（こばやし　ともあき）　潟上市：男性

御経歴 上町栄友会会長 ６年

潟上市老人クラブ連合会副会長 ４年

御功績

雄和地区老人クラブ連絡協議会会長

　平成１７年４月南部老人クラブ松竹会に入会、平成２７年に会長、平成３
１年には地区連絡協議会会長・秋田市老人クラブ連合会理事・同会副会長に
就任しました。地区会長就任以来、毎年地区内の障害者施設において会員に
よるボランティア活動を率先して行っています。また、地域住民に積極的に
声かけを行い「体を動かす活動」健康増進運動の推進にも尽力しています。
さらに、市老連の副会長、理事として文化部長を務め、その目的達成に大き
く貢献しています。

　単位老人クラブ会長として、老人クラブ活動に積極的に取り組み、地域の
発展に貢献しています。
　また、男鹿市老連理事・老連若手部長として高齢者の友愛活動に力を入
れ、支え合い助け合う社会づくりに尽力しています。

　老人クラブを取り巻く環境が大きく変化するなか、老人クラブが企画する
事業や仕組みを新たな発想で進化させ、会員の生活を豊かにする活動を実践
した功績は大であります。
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荒川　要悦（あらかわ　ようえつ）　五城目町：男性

御経歴 １３年

１１年

６年

２年

２年

御功績

伊藤　秀男（いとう　ひでお）　井川町：男性

御経歴 単位老人クラブ監事 ８年

単位老人クラブ副会長 　２年

単位老人クラブ会長 ４年

井川町老人クラブ連合会理事 ４年

井川町老人クラブ連合会副会長 ２年

御功績

前川　侔（まえかわ　ひとし）　由利本荘市：男性

御経歴 単位老人クラブ会長 １５年

由利本荘市老人クラブ連合会理事 ７年

由利本荘市老人クラブ連合会副会長 ２年

由利本荘市老人クラブ連合会会長 ３年

秋田県老人クラブ連合会副会長 １年

御功績

単位老人クラブ会長

五城目町老人クラブ連合会理事

五城目町老人クラブ連合会副会長

五城目町老人クラブ連合会会長

秋田県老人クラブ連合会理事

　長年にわたり単位クラブ役員、五城目町老人クラブ連合会理事、副会長、
会長として、五老連活動や地域活動に自身が先頭になり、地域貢献に努めて
います。
　特に、健康・友愛・奉仕の老人クラブ活動の基本に沿い健康作り、各種行
事の実践企画、資源リサイクルであるアルミ缶回収活動、１円玉募金、花
いっぱい運動の会長を長年務めるなど老人クラブ活動の推進に努めていただ
いています。

　単位クラブ入会以来、積極的に会活動に参加、現在まで単位クラブ監事８
年、副会長２年、会長４年努め、会活動を指導しました。その間、老連では
理事４年、副会長２年を努め、会長を支えています。また、町内会長、生産
組合長、町の農業委員も務め、地域づくりや町の農業振興などにおいても力
を発揮し、幅広く活躍されています。

　平成１７年単位地区老人クラブに入会し、会長に就任。地域の各組織と事
業協賛し地域活性化を図りました。また、老人クラブへの会員増員に努め、
友愛訪問活動により地域のひとり暮らし老人への声かけ等の取り組みに尽力
し、平成２５年に市老連の理事、平成２９年市老連会長に就任し、市全域の
各組織との連携を図りながら地域活性化に努め、令和元年から県老連副会長
として組織の健全化と活性化に尽力しました。
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猪股　一枝（いのまた　かずえ）　由利本荘市：女性

御経歴 単位老人クラブ副会長 ８年

単位老人クラブ会長 ６年

由利本荘市老人クラブ連合会本荘支部会長 ４年

由利本荘市老人クラブ連合会副会長 ５年

御功績

武藤　祐悦（むとう　ゆうえつ）　大仙市：男性

御経歴 大仙市南外地域老人クラブ連合会事務局 １５年

御功績

星宮　忠清（ほしみや　ちゅうせい）　仙北市：男性

御経歴 角館地区さくらクラブ会長 １１年

仙北市角館地区老人クラブ連合会副会長 ９年

仙北市老人クラブ連合会理事 ９年

御功績

　平成１０年地区婦人会長として地域婦人の地位高揚に尽力し、平成１８年
地区老人クラブ副会長、平成２６年会長就任、翌２７年に市老連副会長とな
り平成２８年から市老連本荘地区会長に就任しました。
　この間、地域組織との交流を図りながら会の運営にあたり、地域活性化や
高齢者の健康増進に尽力しました。また、身体障害者等の作品の福祉展示会
開催等、身体障害者の社会進出について地域住民の理解を深めるための活動
は大きな功績であります。

　単位老人クラブにおいて、１５年にわたり会長の補佐役として、健康増進
や仲間づくりとなる行事の企画運営に従事し、高齢者福祉の向上に尽力しま
した。また、地域の老人クラブ連合会事務局を務め、地域の老人クラブ組織
の育成にも尽力しました。

　平成２１年、所属クラブのさくらクラブ会長に就任。平成２３年、角館地
区老連副会長に就任し、会長を補佐。同時に仙北市老人クラブ連合会理事と
して１０年目となります。地区老連及び単位クラブに於いては、誠実で温厚
な人柄で会員の親睦と融和を第一に考え、より多くの会員が気持ちよく活動
へ参加出来るよう常に努力しています。また、連合会事業に於いては、会員
加入促進に向けての実現可能な様々な提言や、運営への的確な判断力と意欲
は老連の発展に大きく貢献し信頼を得ています。
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利　源四郎（かが　げんしろう）　横手市：男性

御経歴 南形年輪会　会長 １２年

雄物川地域老人クラブ連合会 理事 ２年

１０年

横手市老人クラブ連合会 理事 １０年

御功績

滝澤　將弘（たきさわ　まさひろ）　横手市:男性

御経歴 亀寿クラブ 庶務会計 ４年

亀寿クラブ 監事 ６年

３年

亀寿クラブ 会長 １年

大雄地域老人クラブ連合会 監事 ８年

１年

横手市老人クラブ連合会 監事 ２年

御功績

柴田　藤一郎（しばた　とういちろう）　羽後町：男性

御経歴 軽井沢長寿会会長 １０年

羽後町老人クラブ連合会理事 ９年

羽後町老人クラブ連合会副会長 ２年

御功績

雄物川地域老人クラブ連合会 会長

亀寿クラブ 副会長

大雄地域老人クラブ連合会 副会長

　平成２０年に南形年輪会会長に就任。老人クラブ活動をとおして地域を活
性化しようと、クラブで野菜をつくり、地域のお祭りへ寄付しているほか、
運営にも協力されています。また、研修旅行や他クラブとのスポーツ交流な
どを企画し、仲間づくりや健康づくりに尽力されているほか、友愛訪問活動
にも積極的に取り組まれていいます。南形年輪会は地域になくてはならない
組織となっており、その中心として強いリーダーシップを発揮されていま
す。

　平成１８年に亀寿クラブへ加入して以来、庶務会計や監事等を歴任され、
現在は会長を務めています。会長の入れ代わりがある中、長きにわたり会長
を支え会の中心的な役割を担い、研修旅行やいきいきサロンと合同の花見
会、芋の子会などの交流づくりに取り組み、活動推進や会員増強に尽力され
ています。平成３１年に地域老連の副会長に就任してからは、会の運営・企
画にあたり、会員相互の交流を積極的に図るなど、会員からの信頼も厚いも
のがあります。

　長年にわたり、単位老人クラブ会長や羽後町老人クラブ連合会役員とし
て、積極的に活動を行い、単位老人クラブとしては、多種多様な活動を旺盛
に展開し他の模範となり、特に老人クラブ会員の加入促進や町老連が行って
きた各種活動に対する貢献は顕著であります。
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沼倉　喜一（ぬまくら　きいち）　東成瀬村：男性

御経歴 単位老人クラブ会長 １０年

東成瀬村老人クラブ連合会会長 １０年

御功績

※掲載に同意を得た表彰者のみ掲載しています。

　平成２２年度から令和元年度までの１０年間の長きにわたり東成瀬村老人
クラブ連合会会長職を務められ、連合会の発展に貢献されました。また、単
位老人クラブ会長としては、平成２２年度に就任以来現在もその職を務めて
おり、健康づくりや仲間づくりなど組織活動に尽力されています。

7 ページ


