
第 67 回 大和郡山市 表彰式
～受賞されたみなさんです～

▪善行者表彰
名　前 住　所 表彰事項

奈良県トラック協会�
郡山支部�支部長�中�秀夫 北郡山町 多額の寄贈

藤本　正義 矢田町

多額の寄附谷野　光司郎 城見町
一般財団法人�森記念製
造技術研究財団

愛知県名古屋市
中村区

株式会社　宝伸 若槻町
多額の寄贈海外仕入れのさくら代行 磯城郡川西町大

字結崎

　
名　前 住　所 表彰事項

奈良ヤクルト販売株式会社 奈良市田中町
多額の寄附

昭和工業団地協議会 筒井町
株式会社　和田塗建 西町

多額の寄贈
大和郡山ライオンズクラブ 九条町
黒飛　文子 城町 健康増進に尽力
吉川　裕 西町 防犯活動に尽力
村上　佳子 城北町

自治振興に尽力
藤田　督夫 額田部北町

▪有功者表彰
名　前 住　所 表彰事項

吉村　安伸 高田町 副市長として8年以上
飯田　喜代視 上三橋町 農業委員会委員として12年以上
榊　洋子 冠山町 人権擁護委員として12年以上
福井　康尚 柳五丁目

自治会長として15年以上笠井　眞砂美 北郡山町
村尾　郷志 北郡山町

鈴木　昭一 筒井町 公民館運営審議会委員として�
15年以上

小南　正義 高田口町

民生児童委員として15年以上
奥野　浩 西観音寺町
藤原　弘二 下三橋町
仲澤　眞理子 池之内町
門脇　清 額田部北町

　　　
名　前 住　所 表彰事項

田中　友子 横田町

民生児童委員として15年以上松本　匡史 泉原町
小泉　靖子 九条町
黒田　正子 城南町
大森　正志 高田町

消防団員として20年以上

松本　一洋 高田口町
松井　勇 筒井町
中島　亨 横田町
中井　敏和 小泉町
𠮷川　幸喜 新町
山田　隆志 矢田町
植田　至 矢田町
藪田　全孝 額田部北町 消防団員として40年以上

　11月3日（火･祝）、DMG�MORIやまと郡山城ホールで大和郡山市表彰式が行われ、市政や地域･公共福祉等
の振興に尽力されたみなさんへ、表彰を行いました。受賞者のみなさんをご紹介します。（敬称略）
� （秘書人事課秘書室�内線211･212）

▪功労者表彰
名　前 住　所 表彰事項

池田　貞雄 今国府町 社会教育振興に尽力
橋本　俊一 城町 社会体育振興に尽力稲生　喜代志 城町
上田　明美 九条町 児童の健康維持に尽力
岡田　悦子 城南町

地域振興に尽力南岡　幹夫 小泉町
菊岡　洋之 柳一丁目
毛利　雅男 小泉町

安全安心な地域社会の実現に
尽力

鍬先　昭二 小泉町
前田　浩子 満願寺町
植田　賢治 矢田山町
中澤　卓也 矢田町
稲田　重廣 九条町
武田　章 千日町 高齢者福祉向上に尽力
瀧山　法子 小泉町

自治振興に尽力黒木　和恵 小泉町
加藤　隆男 北大工町

　
名　前 住　所 表彰事項

磯部　信孝 矢田山町

自治振興に尽力村井　孝之 西田中町
池田　善晴 本庄町
平尾　英治 高田口町
柿本　一志 代官町 障がい者福祉向上に尽力
森本　泰永 九条町 健康増進に尽力
澤樹　利雄 九条町
乾　充徳 新町

社会福祉向上に尽力𠮷岡　雅子 豊浦町
奈良　勲芳 矢田山町
松石　洋子 稗田町
片岡　幸一 高田町 児童の健全育成に尽力
杉岡　雪子 小林町 社会福祉向上に尽力
奥山　秀夫　 椎木町 自治振興に尽力井田　昭夫 長安寺町
花房　茂 馬司町 社会体育振興に尽力

英

● 広報　つながり　令和2年11月15日号　No.12214

※店舗区分� 中小店舗：店舗面積が1,000㎡以下の小売店とその他の業種
� 大型店：店舗面積が1,000㎡を超える小売店及び集合店舗

10月30日時点最終登録のあった取扱店です。

中小店舖　（限定券・共通券�両方とも利用できます。）
郡山地区

Bar Sally （バーサリー） hairmake Cotton Jibun薬局 郡山
JUNO HAIR K-COFFEE Le BENKEI
Patisserie 旬 PR美術印刷（株） Taishin
赤膚焼窯元 小川 二楽 荒井衣料品店 （株）アルファー
アンビアンス Le BENKEI店 アンビアンス 近鉄店 いざかや一心
（株）石間印判店 伊藤生花店 イトブン
今中酒店 居酒屋ほんまや ウエクリ
（有）魚喜 うどんとこんぶ 大手前薬品
御菓子司 本家菊屋 御菓子司 新泉堂 オーガニックキッチンFarve
お化粧パーク はるみちや お好み焼 千房 大和郡山店 おみやげ処 こちくや
学生服・婦人服 よしや カフェ&レストラン サンナオト カフェ R/B
季節料理 翁 キタサイクル自転車専門店 キューピー堂
食呑くろしお 串カツいざかや一心 クリーム
クリーム エクセル 郡山種苗園 コスメティックス イシヤマ
小谷商店 小花寿司 彩食キッチンBon やなぎ店
サン薬局JR郡山店 サン薬局郡山店 サン薬局郡山東店
酒楽くろしお サンプーペー しゃれたきもの 壽 酢谷呉服店
旬味菜々 たむら 城はきもの店 杉屋菓舗
生鮮&業務スーパーボトルワールドOK 大和郡山店 鮮魚小売弁当仕出し 成駒 立石カーサービス
玉井時計店 津乃国屋 （有）テクノ・コーポレーション
天平庵 大和郡山店 トキワスタジオ 十津川農園
とほん とんかつの店とんまさ （株）中野電機店
奈間蔵 栄 奈良近鉄タクシー（株） 大和郡山営業所 奈良屋クリーニング店
ハル薬局 ピザ・リトルパーティー郡山店 ビューティーサロン イシヤマ
ヒロ薬局堺町 フォトスタジオエル フローリストほりうち
プラチナ食堂 ふれ藍工房 綿元 文具・事務機ミヤザワ
ヘアーサロン馬場 宝石時計メガネ補聴器イシガミ新郡山店 三浦産業（株） 郡山ガスセンター
昔ながらの和菓子 小杉屋 モスバーガー 近鉄郡山店 モリカ米店
森下住設（株） やきとり大吉 北郡山店 柳生内装建設
やすい洋品店 大和牛もつなべ一心 ヤマトグラブ
山中商店 山根かまぼこ店 山本陶器店
山和タンス店 良い食品処さとなか 洋菓子の店 パルファン
吉田服装 𠮷原呉服店 リバティプリントショップmerci
理容 イーグル 料理旅館 尾川 レ・グラツェAzuma
レ・グラツェAzuma Jr.店 和カフェ モリカ ワークスペース こすもす
GLASS STUDIO HAND TORI オ~ル アラン カフェ
彩り 魚魚屋 お菓子処 はぁーと
オーガニック&カットサロン 樹ノ葉 オステリア オルベテッロ カットウェルズ郡山店
カフェレストラン カステッロ 川西米穀店 喫茶 ポケット
銀釜 クララ奈良店 啓林堂書店 郡山店
酒のやまや 大和郡山店 三の丸薬局 （有）しみせ商店

元気城下町発・未来行チケット（クーポン券）が
使えるお店をお知らせします。

クーポン券利用期限 :
  令和3年1月11日（月・祝）
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※なお、�太字は8月21日以降追加登録のあった店舗です。

● 大和郡山市 元気城下町未来行チケット（クーポン券）取扱店一覧 大和郡山市 元気城下町未来行チケット（クーポン券）取扱店一覧  ● 1


