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広 報 連 絡 
 

１ 件  名   令和３年度永年勤続町内会長表彰状及び退任町内会長・区

長感謝状贈呈式を開催します 

２ 日  時   令和３年１２月２日（木） 

午前１０時から１０時４５分まで 

３ 場  所   岡山市役所 本庁舎３階 第三会議室 

４ 主  催   岡山市 

５ 趣  旨     永年にわたり町内会長・区長として市政の発展、福祉

の向上に多大な貢献をされている方々の功績を称える

とともに、これまでのご労苦に報いるため、昭和６１年

度から毎年実施しています。 【本年度の出席者は１７名】 

６ 備  考  （１）贈呈式実施要領及び受賞者（別紙のとおり） 

            令和３年度受賞者数 

            ・永年勤続町内会長表彰状        １７名 

            ・退任町内会長・区長感謝状      ４６名  

        （２）累計受賞者数（昭和61年度～令和２年度） 

            ・永年勤続町内会長表彰状      ４２４名 

            ・退任町内会長・区長感謝状   ２，４３１名 



令和３年度 永年勤続町内会長表彰状及び 

退任町内会長・区長感謝状贈呈式 実施要領 

 

                                                  〔主催 岡山市〕 

 

 

１ 名  称  令和３年度永年勤続町内会長表彰状及び退任町内会長・区長 

感謝状贈呈式 

 

２ 日  時  令和３年１２月２日（木）１０：００～１０：４５ 

 

３ 会  場    岡山市役所 本庁舎３階 第三会議室 

 

４ 式 次 第 

    （１）開  式 

    （２）市長あいさつ            岡山市長 大森 雅夫 

    （３）表彰状・感謝状贈呈   【出席者１７名に市長から贈呈】 

    （４）来賓祝辞                岡山市議会 議長 和氣 健  

                                 岡山市連合町内会 会長 永見 勝 

  （５）受賞者代表あいさつ      旭竜学区中島町内会 会長 瀧本 孝 

    （６）閉  式 

    （７）記念撮影 

 

５ 該 当 者 

    （１）表彰状 

    ・２０年以上、単位町内会長の職にある方          １７名 

   （２）感謝状 

    ・５年以上、単位町内会長・区長を務め退任された方       ４６名 



【表　 彰】

○２０年以上単位町内会長の職にある方

北区 弘西 五番町町内会 松田　紘一郎 中区 旭竜 中島町内会 瀧本　孝

北区 南方 南方西町町内会 杉山　勝美 東区 可知 可知第四町内会 川西　祝雄

北区 牧石 牟佐町内会 田尻　祐二 東区 太伯 グリーンランド神崎町内会岡島　伸行

北区 伊島 絵図町町内会 村松　幹夫 南区 平福 福島一丁目町内会 秋房　哲夫

北区 出石 駅前町西川町内会 木村　七郎 南区 福島 海岸通町内会 岸田　勝彦

北区 鹿田 東古松中松町町内会 島村　博 南区 福島 築港元町町内会 長江　慧

北区 清輝 平野町町内会 内山　久暉 南区 南輝 並木町二丁目町内会 石井　聖

北区 清輝 京町下西川町内会 石田　政勝 南区 彦崎 レックタウン灘崎町内会 橋本　進

中区 竜之口 東ヶ丘団地第１町内会 藤堂　晃正

〈　以上　１７名　敬称略　〉

【感謝状】

○５年以上単位町内会長・区長を務めて退職した方

北区 内山下 橋本町町内会 枝松　武志 中区 操南 入桝町内会 多賀　清志

北区 内山下 内山下元町四丁目町内会 藤波　雄次郎 中区 操南 小用水上町内会

北区 深柢 中山下車町町内会 光田　進次郎 中区 富山 湊池の内町内会

北区 弘西 上出石町上組町内会 中区 竜之口 四御神町内会 有森　健児

北区 石井 富町町内会 坂枝　祥由城 中区 幡多 藤原町内会 髙橋　正幸

北区 石井 寿町二丁目町内会 杉守　繁 東区 可知 益野第一町内会 西﨑　勝正

北区 三門 岩井二丁目町内会 髙木　典義 東区 可知 西大寺北団地町内会 丸井　常義

北区 出石 下石井二丁目町内会 黒田　恒夫 東区 西大寺 新町町内会 柴　哲夫

北区 大元 西古松新町町内会 中川　勝義 東区 西大寺 旭町町内会 佐藤　秀美

北区 大元 上中野本町町内会 木内　清志 東区 雄神 河本上町内会 宮田　哲男

北区 中山 一宮町内会 則武　正義 東区 幸島 柿原町内会 根木　正弘

北区 横井 横井上町内会 東区 朝日 三軒屋町内会

北区 鯉山 向畑町内会 柴田　健二 東区 朝日 大工町町内会 佐近　正春

北区 陵南 北平野町内会 平井　道也 東区 御休 寺山町内会 竹井　秋人

北区 吉備 三谷町内会 林　信孝 東区 江西 肩脊町内会 山下　昭男

北区 足守 足守新町町内会 新庄　雅夫 南区 福浜 新福町内会 赤木　佐智雄

北区 高田 下高田町内会 中尾　信之 南区 南輝 築港新町北町内会 木下　亮介

北区 高田 上日近町内会 畠中　正博 南区 芳田 新保新屋敷町内会

北区 御津 大野町内会 河太　勝子 南区 妹尾 南之町第３町内会 小田　誠

北区 御津 上村住民会 二宮　崇文 南区 箕島 砂場町内会 目黒　眞三

北区 御津南 湯須町内会 安信　政志 南区 箕島 東新田町内会 二宮　教行

北区 五城 新庄原区自治会 藤原　克己 南区 福田 古新田東町内会 定光　良知

北区 竹枝 小倉町内会 南区 灘崎 宗津町内会 三宅　正剛

〈　以上　４６名　敬称略　〉

受    賞    者


