
※敬称略、老人福祉圏域順

齊藤　末治（さいとう　すえじ）　鹿角市

御経歴 ６年

八幡平地区老人クラブ連合会事務局長・会計 　６年

八幡平地区老人クラブ連合会副会長 　２年

八幡平地区老人クラブ連合会会長 　５年

鹿角市老人クラブ連合会理事 　２年

鹿角市老人クラブ連合会副会長 　２年

鹿角市老人クラブ連合会会長 　３年

秋田県老人クラブ連合会理事 　１年

秋田県老人クラブ連合会副会長 　２年

御功績

石垣　むつ子（いしがき　むつこ）　小坂町　

御経歴 単位老人クラブ副会長 １３年

小坂町老人クラブ連合会女性部次長 ８年

御功績

明石 雄子（あかし　ゆうこ）　大館市

御経歴 ７年

大館市老人クラブ連合会文化部部長 　７年

御功績

令和３年度秋田県知事表彰老人福祉功績者

八幡平地区老人クラブ連合会　小山老人クラブ会長

大館市老人クラブ連合会文化部副部長

　秋田県老人クラブ連合会副会長・鹿角市老人クラブ連合会会長・八幡平地
区老人クラブ連合会会長・同地区老連事務局長など、老人クラブのリーダー
として長年にわたり組織の充実・育成に努められました。
　また、地区のグラウンドゴルフ同好会に参加し、健康増進や仲間づくりに
取り組むなど、地域福祉向上にもご尽力いただいています。

　平成２０年４月から単位老人クラブに入会。副会長や小坂町老人クラブ連
合会担当役員などを歴任し、単位老人クラブの発展や小坂町老人クラブ連合
会との調整役として活動してきました。平成２５年４月から小坂町老人クラ
ブ連合会女性部次長に就任し、現在に至りますが、女性部の先頭に立って組
織力の強化、会員の友好と指導に尽力してきました。これらの積極的な指導
力は顕著であり、その功績は誠に大きく、他の模範であります。

　平成１９年４月から現在まで１４年３ヶ月の永きにわたり、大館市老連の
文化部副部長及び部長を務め、文化活動の先導役として活躍してきました。
　特に、市老連事業としての芸能発表会、カラオケ大会、作品展示会等にお
いては、時に自ら講師役となり単位老人クラブのレベルアップを図るなど、
文化活動の振興に寄与した功績は、大なるものであります。
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高橋　忠俊（たかはし　ただとし）　北秋田市

御経歴 上町長寿会会長　 ９年

綴子地区老人クラブ会長 ６年

北秋田市老人クラブ連合会理事 　５年

北秋田市老人クラブ連合会副会長（鷹巣支部長）　　４年

御功績

平川　満男（ひらかわ　みつお）　能代市

御経歴 落合団地楽友会会長 ６年

向能代地区会長 ５年

能代市老人クラブ連合会副会長 ５年

御功績

小林　昭雄（こばやし　あきお）　能代市

御経歴 鶴形鶴寿会副会長 　３年

鶴形鶴寿会会長 ７年

能代市老人クラブ連合会常任理事 ６年

御功績

　長年、上町長寿会会長として地域の清掃活動や自治会と共催で運動会を開
催するなど、健康づくり活動等で中心的な役割を担っています。友愛訪問活
動では、日中一人になる高齢者宅を訪問し見守り体制を整え、「上町長寿会
だより」の毎月発行により情報共有を図り、会員のつながりを大切に活動さ
れています。市老連副会長を務めた際は、会員みんなが事業に取り組めるよ
う事業部会の役割の整備を行い、会長を支えながら統率力をもって取り組ん
でおり、これらの功績は大であります。

　平成２７年４月、落合団地楽友会会長に就任以来、地域の親睦と交流を大
切にし、会発展のため先導的役割に大きく貢献しています。
　地域環境美化運動として能代市老連花壇づくり事業に参加し、花の定植・
手入れ等を通して、児童生徒の見守り活動に励んでいます。
　現在、能代市老連副会長として会長を補佐し、連合会発展のため、指導的
な役割を担っている他、能代市グラウンドゴルフ協会副会長、事務局長とし
て市内高齢者の健康づくり、仲間づくりに尽力されています。

　平成２６年４月、鶴形鶴寿会会長に就任。以来、地域の親睦と交流を大切
にし、毎月第一月曜日（１２月・１月を除く）地域の高齢者、クラブ会員安
否確認情報交換を通して、会員の孤独防止に努め、継続事業として行ってい
ます。
　健康学習会では、市の出前講座や包括支援センターの健康講話等、勉強会
だけでも７～８回受講し、活用しています。
　地域の環境美化運動では、毎年市老連花壇づくり事業に参加し、定植・花
の手入れ等を通して、地域の高齢者の健康維持や親睦・交流を大切にし、会
発展のため先導的役割に大きく貢献しています。
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寺山　満（てらやま　みつる）　三種町

御経歴 単位老人クラブ会長 １２年

三種町老人クラブ連合会副会長 ８年

三種町老人クラブ連合会理事 １２年

御功績

廣嶋　禮治（ひろしま　れいじ）　秋田市

御経歴 旭南第一松寿会会長 １３年

中央地区老人クラブ連絡協議会副会長 ６年

中央地区老人クラブ連絡協議会会長 １０月

秋田市老人クラブ連合会理事 ６年

秋田市老人クラブ連合会副会長 １０月

御功績

遠藤　欽一（えんどう　きんいち） 秋田市

御経歴 秋田市泉豊寿会会長 １０年

中央地区老人クラブ連絡協議会副会長 ８年

秋田市老人クラブ連合会理事 ８年

御功績

　平成２２年より単位クラブ会長に就任以来、本会事業や地域行事に積極的
に参加・協力し、会員の指導育成やクラブ発展にと一生懸命で、会員の信望
も厚いものがあります。三種町老連の副会長を８年務め、現在も理事を務め
ております。

　平成１０年に旭南第一松寿会に入会。平成２０年に会長に就任し、クラブ
の育成指導に尽力しています。また、平成２７年から中央地区老人クラブ連
絡協議会副会長および秋田市老人クラブ連合会理事を務め、令和３年には中
央地区老人クラブ連絡協議会会長および秋田市老人クラブ連合会副会長に就
任しています。市老人クラブ連合会では、文化部部長として中心的な役割を
果たし、目的達成に尽力され、その功績は大きなものであります。

　平成１５年に秋田市泉豊寿会に入会。平成２３年に会長に就任し、クラブ
の育成指導に尽力しています。また、平成２５年から中央地区老人クラブ連
絡協議会副会長および秋田市老人クラブ連合会理事に就任しています。市老
人クラブ連合会では、理事として各種スポーツ大会やリーダー研修会等にお
いて中心的な役割を果たし、目的達成に尽力され、その功績は大きなもので
あります。
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吉田　葉子（よしだ　ようこ）　男鹿市

御経歴 単位老人クラブ会長 １３年

脇本地区老人クラブ連合会副会長 ８年

男鹿市老人クラブ連合会交通安全対策部員 １０年

男鹿市老人クラブ連合会交通安全対策部副部長 ２年

御功績

御経歴 追分老人クラブ長生会会長 ９年

潟上市老人クラブ連合会監事 ８年

御功績

小林　博實（こばやし　ひろみ）　五城目町

御経歴 １１年

４年

４年

８年

１０月

御功績

渡邊　進（わたなべ　すすむ）　潟上市
※邊の辶は点がひとつ

単位老人クラブ会長

五城目町老人クラブ連合会会計

五城目町老人クラブ連合会広報部長

五城目町老人クラブ連合会理事

県老連若手委員会副会長

　岩倉老人クラブ会長として、長年老人クラブ活動に積極的に取り組み、地
域の発展に貢献されました。
　また、脇本地区老人クラブ連合会副会長、男鹿市老人クラブ連合会交通安
全対策部副部長として、友愛訪問活動等の福祉活動に力を入れ、老人クラブ
の発展に大きく貢献されています。

　平成２４年に会長就任以来、定期的に会報を発行し、例会に参加できな
かった会員への活動周知と会員全体への活動情報提供や会員以外への老人ク
ラブ活動周知を図るとともに、多くのクラブの活動が停滞するなか、新しい
生活様式をもとに感染防止に配慮した定例会を通じ会員の介護予防、社会的
孤立の防止への取り組みに尽力され、その功績は大きなものであります。

　長年にわたり単位クラブ役員、五老連理事、広報部長、会計として、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
いっぱい運動の花壇管理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。
　また、県老連大学校ＯＢとして、若手委員の副会長を担うなど、本町の会
員増強や県老連大学への入校にも積極的に努め、他の模範であります。
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御経歴 単位老人クラブ会長 １０年

井川町老人クラブ連合会会長 ８年

御功績

伊藤　周平（いとう　しゅうへい）　由利本荘市

御経歴 由利本荘市老人クラブ連合会監事 ３年

由利本荘市老人クラブ連合会副会長 ３年

御功績

柴田　恭一（しばた　きょういち）　由利本荘市

御経歴 単位老人クラブ副会長 ２年

単位老人クラブ会長 １２年

由利本荘市老人クラブ鳥海地区副会長 ８年

由利本荘市老人クラブ鳥海地区会長 ４年

由利本荘市老人クラブ連合会監事 ８年

由利本荘市老人クラブ連合会副会長 ４年

秋田県老人クラブ連合会監事 ４年

御功績

山﨑　養悦（やまざき　ようえつ）　井川町

　単位老人クラブ入会以来、積極的に会活動に参加され、現在まで会長を１
０年務めるなど、会を先導されてきました。また、町老連でも会長を８年務
められました。会長として行動力・実行力を発揮され、町老連の活動の推進
に大きく貢献されました。その他、社会福祉関係等においても、多大な功績
をあげておられ、幅広く活躍されています。

　由利本荘市老人クラブ連合会の監事として、予算及び事業執行の指導にあ
たり、適正な会運営に努められました。
　理事就任後は、事業の企画運営にあたり、特に、地域住民との交流を重視
し、会員増員に尽力された功績は大であります。
　会員からの信頼も厚く、会の活性化に努められた功績は多大であります。

　老人クラブ加入以来、会員増強に努め、鳥海地区最大の単位クラブ会長と
してのみならず、鳥海地区会長として会員をまとめ、会員からの信望も厚
く、活発な会活動を推進しています。
　また、市老連副会長、県老連監事として他の役員を補佐しその重責を果た
されている功績は、多大であります。
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佐藤　共一（さとう　きょういち）　にかほ市

御経歴 にかほ市老人クラブはまなす会会長 １６年

にかほ市老人クラブ連合会象潟支部事務局長 １０年

にかほ市老人クラブ連合会理事 １５年

御功績

髙田　隆剛（たかだ　りゅうこう）　大仙市

御経歴 大仙市仙北地域老人クラブ連合会監事 ２年

大仙市仙北地域老人クラブ連合会副会長 ６年

大仙市仙北地域老人クラブ連合会監事 ６年

御功績

信田　幸雄（しだ　ゆきお）　仙北市

御経歴 田沢湖地区卒田もみじ会会長 ７年

田沢湖地区老人クラブ連合会副会長 ３年

田沢湖地区老人クラブ連合会会長 ２年

仙北市老人クラブ連合会副会長 ２年

御功績

　市老連、支部、単老クラブにおいて、いずれも１０年以上同役職を従事し
ており、現在も従事しています。
　はまなす会においては、結成された平成１８年から現在まで会長を務めて
おり、長年広くに渡りにかほ市老人クラブの発展にご尽力をされました。

　地域の老人クラブ連合会事務局を長年にわたり務め、会長に準ずる補佐役
として、地域の老人クラブ組織の育成に務めると共に、健康増進や仲間づく
りとなる行事の企画運営に携わり、高齢者福祉の向上に尽力しました。

　平成２６年、所属クラブの卒田もみじ会会長に就任。平成２８年、田沢湖
地区老連副会長に就任し、平成３１年には会長となる。同時に仙北市老人ク
ラブ連合会副会長として３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、地域高齢者
のフレイル予防として行なっているグラウンドゴルフ協会の事務局を永年務
め、福祉の向上に努めています。
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桐原　カホル（きりはら　かおる）　横手市

御経歴 境町長寿友の会連合会女性部部長 １０年

境町長寿友の会連合会監事 １０年

６年

横手地域老人クラブ連合会監事 ４年

横手市老人クラブ連合会理事 ３年

御功績

藤島　昭吾（ふじしま　しょうご）　横手市

御経歴 清流会会長 １１年

十文字地域老人クラブ連合会理事 １１年

７年

横手市老人クラブ連合会代議員 ４年

御功績

藤原　貢太郎（ふじわら　こうたろう）　羽後町

御経歴 朝日町健寿会会長 ６年

羽後町老人クラブ連合会副会長 ７年

御功績

※掲載に同意を得た方のみ掲載しています。

横手地域老人クラブ連合会女性部副部長

十文字地域老人クラブ連合会副会長

　境町地区５連合会の女性部長として、友愛活動や会員増の機運を高め、会
員相互の親睦を深めています。
　平成２７年４月からは、横手地域老人クラブ連合会の理事として、単位老
人クラブを代表して、会長とともに活動しています。
　横手地域老人クラブ連合会及び横手市老人クラブ連合会の諸行事には会員
を多く参加させ、また横手市老人クラブ連合会事業の作品展示会等の企画に
は、良いアイデアを出すなど、会の中心となって活動しており、会員から信
頼されています。

　長年にわたり、単位老人クラブ、十文字地域老連、横手市老連の役員とし
てリーダーシップを発揮し、老人クラブ活動の充実・発展に大きく貢献され
てきました。人柄も温厚で、周囲からの信望も厚く、単位老人クラブや地域
老連の運営、活動に尽力する姿は、他の会員の模範となっています。

　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、所属する単位老人クラブはもちろん、町老連の発
展に努力されてきました。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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