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●上記記事の児童、生徒の県外大会に係る派遣費用の一部を、西原町が助成しました●

　11月に九州

ジュニアテニ

スサーキット

沖縄大会が開

催され、宮城

利佳さん(坂田

小6年、写真中

央)が12歳以下

女子シングル

スとダブルスで見事に優勝、新城英万さん(坂田小3

年、写真右)が10歳以下女子シングルスで優勝しまし

た。2人は、1月に熊本県で開催された九州ジュニアテ

ニスサーキットマスターズ大会に出場しました。

　8月に開催されたバーモントカップ第24回全日本少

年フットサル沖縄県大会で、金城幸希くん、辻野航大

くん(以上、坂田小6年)、安藤連くん、比屋根由也く

ん(以上、西原小6年)がWウイング沖縄JFCの選手とし

て出場。見事に優勝を飾りました。この結果、1月に

東京都で開

催 さ れ た

バーモント

カ ッ プ 第

2 4回全日

本少年フッ

トサル大会

に出場しま

した。

西原中女子ソフトテニス部のみなさん

辻野くん(左から2番目)が代表して役場を訪問しました

　12月6日から７日の日程で、第16回創造アイデアロボット

コンテスト九州地区中学生大会が長崎県で開催されました。

　同大会には西原東中学校の技術部が「映像作品部門」と

「授業内部門」、「応用部門」に出場。「映像作品部門」で

は優勝に相当するパフォーマンス大賞を受賞しました。また

「 授 業 内 部

門」では3位入

賞を果たし、

１月に東京都

で行われた全

国大会に出場

しました。

　第14回おきでん旗争奪第33回沖縄県なぎなた大会が12月

14日に開催され、

西原なぎなたクラ

ブが各種目で好成

績を挙げました。

　大会の主な結果

は下記のとおりで

す。（敬称略）

まちの話題まちの話題

　西原中学校男子バレーボール部の宮城元くん (3 年 ) が、

JOC ジュニアオリンピックカップ第 28 回全国都道府県対抗

中学バレーボール大会に出場する沖縄県選抜チームに選出さ

れました。宮城くんは、12月に大阪府で開催された同大会に

出場しました。

　西原中学校女子ソフトテニス部は、11

月に開催された第 42 回当山堅一杯中

学生ソフトテニス大会の団体戦で見事

に優勝を果たしました。また第 26 回名

嘉賀昌杯沖縄県中学校ソフトテニス大

会では、平良涼奈さん・仲原梨花さん

組が優勝、金城杏樹さん･真榮城百夏さ

ん組(以上2年)が3位に入賞しました。

団体戦メンバーの眞謝このはさん、岩狭すずなさん ( 以上 2

年 )、平田マイラ梨里愛さん、大城彩妃さん (以上1年 )を合わ

せたみなさんは、12月に熊本県で開催された第29回九州ジュ

ニア選抜インドアソフトテニス大会に出場しました。

選抜チームに選出された宮城くん(写真中央)

しんじょうえ  ま

みやぎげん

とうやまけんいち

か ちょうしょう

たいらりょうな なかはら り   か

ま  え  しろきんじょうあんじゅ

まじゃ

おおしろさい き

いわ さ

り　り　あひら た

○演技競技

【小学1、2年生の部】

2位：山内麻央･瀬長拓夢(ともに西原小2年)

3位：砂川真希(琉大附属小1年)･桃原花梨(西原小1年)

【小学3、4年生の部】

2位：宮城心音(西原小4年)

3位：當間向優(西原小2年)・宮平沙和(同小3年)

【小学5、6年生の部】

2位：山田蒼彩・山田望来(ともに西原東小6年)

3位：新川珠羽(西原東小6年)

やまうち  ま   お　　せ なが ひろ む

すながわ ま  き とうばる か りん

みやぎ ここ ね

とう  ま   こ　う　　　　　　　　　　　  みやひら  さ　わ

やま だ  あお い　 やま  だ　み　く

あらかわ　み  う

ひ　や　ね  ゆう や

みや  ぎ

り　 か

きんじょうこうき つじのこうだい

あんどうれん

もも か

な
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 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  が、1 月 5 日にエリスリーナ西原ヒルズガーデン
で開催されました。新春のあいさつで上間明町長は｢昨年の町政運営では、財政の健全化を図
りながら、施政方針に掲げた主要事業で多くの成果を上げることができた。ひとえに、町民、
関係機関、各団体等のご理解とご協力のたまものであり、深く感謝申し上げる。厳しい社会情
勢の中ではあるが、今年もみなさん方との連携を深め、より一層、協働によるまちづくりを着
実に前進し、飛躍の年にしましょう」と、新しい年への決意を語りました。新春のつどいには
多くの町内企業や関係団体、町民などが出席し、新しい年を祝うとともに、交流を深めました。
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　本町の各種事業の振興、発展に顕著な功績を残した方を表彰する「平成 26 年度西原町功労者表彰式典」と、叙勲や大臣表彰の受章 ( 賞 )
者を招いた祝賀会が「平成 27 年西原町新春のつどい」と同時開催で行われました。今年度の受章 ( 賞 ) 者は次のとおりです。（敬称略）

西原町功労者表彰式典及び叙勲等受章（賞）者祝賀会西原町功労者表彰式典及び叙勲等受章（賞）者祝賀会

平成27年西原町新春のつどい平成27年西原町新春のつどい

【西原町功労表彰者】

【叙勲受章・大臣表彰受賞者】

◆特別表彰◆

宮城　秀功　西原町字棚原104番地
5期20年間、町議会議員として町政振興に尽力した。

◆有功者表彰◆

城間　義光　西原町字我謝216番地の2
4期16年間、町議会議員として町政振興に尽力した。

新里　勝弘　西原町字小那覇250番地
15年2か月間にわたり、町選挙管理委員として、また、うち12年間は委員
長として、公正公平な選挙の推進と啓発活動に尽力した。

小橋川　善弘　西原町字我謝125番地
西原町文化協会古典音楽部会の副部会長・部会長を歴任。協会の副会長を
長年務め、本会の発展に寄与した。野村流古典音楽保存会の師範や舞踊地
謡部会の会長等を務め、古典音楽の底辺拡大、活性化に尽力。地域文化の
振興と継承発展に貢献している。

波平　常則　西原町字津花波445番地の3
西原町文化協会の事務局長を11年、副会長を4年間務め、本会活動の活性
化のために尽力した。今日の本会の道筋となる体制づくりに寄与したこ
とはもちろん、本町の地域文化の振興と継承発展に多大に貢献している。

◆功労者表彰◆

宮城　良三　西原町字幸地146番地の1
4期14年6か月間にわたり、民生委員児童委員として社会福祉の精神に徹
し、地域福祉の向上に広く貢献した。

泉川　利夫　西原町字与那城96の3
西原町体育協会事務局長を12年間、西原町体育協会会長を10年間務め、
本町のスポーツ普及と振興に尽力し多大な功績を残した。

◆善行者（団体）表彰◆
西原町の人材育成のために役立ててほしいと、町に対し多額の寄付を行
いました。

金秀グループ（会長　呉屋守將）　那覇市旭町112番地の1

新中糖産業株式会社（代表取締役社長　福里重盛）西原町字小那覇628番地の1

丸正印刷株式会社（代表取締役社長　与那覇正明）西原町字小那覇1215番地

◆「春の叙勲」（瑞宝双光章）教育功労◆

垣花　武信　西原町字幸地319番地
昭和35年に具志頭中学校教諭として教壇に立つ。その後、中学校教頭、校
長を歴任。平成5年に沖縄県教育庁那覇教育事務所長に就任。多年にわた
り教育現場で活躍し、多大な功績を残した。平成17年3月1日から6年1か
月の間、西原町教育長として教育行政に邁進し、教育の日の制定、バレー
ボールのまち宣言、内間御殿の国指定など、数多くの実績を残した。

◆「第23回危険業務従事者叙勲」（瑞宝単光章）警察功労◆

仲間　英隆　西原町字小波津803番地の66　 
昭和41年琉球警察七級警察職（巡査）を拝命。県内各警察署の勤務を経て、
沖縄県警部に昇任。34年余にわたり、警察業務に精励した。退職後はこれ

までのキャリアを活かし、沖縄県警察スクールサポーターとして地域や
行政、学校と連携し非行防止に尽力している。　

◆「第23回危険業務従事者叙勲」（瑞宝単光章）警察功労◆

安里　政雄　西原町字小波津605番地の1　 
昭和40年琉球警察七級警察職（巡査）を拝命。県内各警察署の勤務を経て、
沖縄県警部に昇任。36年余にわたり、警察業務に精励した。退職後はこれ
までのキャリアを活かし、西原町人権擁護委員や保護司として、地域住民
に寄り添った活動に尽力している。

◆厚生労働大臣表彰（ボランティア功労者表彰）◆

渡邉　政一　西原町字我謝195番地
現在に至る17年間、「配達・友愛訪問ボランティア」として弁当配達を行い
ながら地域の一人暮らし高齢者や障がい者宅の訪問活動を行い、地域福
祉の向上に大きく貢献している。また長年にわたり、西原小学校区の地域
交通安全推進ボランティアとして、現在も毎朝、地域児童の見守り活動に
貢献している。

◆厚生労働大臣表彰（社会福祉功労者表彰）◆

宮城　幸子　西原町字棚原129番地
西原町民生委員児童委員として現在に至る30年余にわたり、地域の福祉
向上に大きく貢献した。またこの間、西原町民生委員児童委員協議会の役
員として組織の活動を支え、発展に寄与した。

塩川　初枝　西原町字与那城277番地の9
町民生委員児童委員として7期21年間にわたり、自主性、地域性を活かし、
職務に精励し、地域福祉の向上に広く貢献した。また、第2民生委員児童委
員協議会の会長を務め、組織の発展に寄与した。

◆厚生労働大臣特別表彰（民生委員・児童委員）◆

玉那覇　光子　 西原町字嘉手苅32番地の7
町民生委員児童委員として7期21年間にわたり、自主性、地域性を活かし、
地域福祉の向上に広く貢献した。また、いいあんべー共生事業や学校区の
生徒連絡協議会に参加し、地域に根差した福祉活動に貢献している。

◆厚生労働大臣特別表彰（調理業務功労）◆

池宮　哲　 西原町棚原334番地の17
現在まで37年余にわたり日本料理業務に従事し、沖縄県の食材を使った
日本料理の研究開発に尽力した。また琉球料理の伝承をふまえ、新しい琉
球料理の開発にも貢献した。後進への技術指導や、講師として技術者の育
成に大きく貢献した。現在も、かんぽの宿那覇レクセンターの料理長とし
て活躍中である。

◆文部科学大臣表彰（子どもの読書活動優秀実践団体）◆

読みあいネットワーク喜楽星７　代表者　比嘉清美
平成19年2月に団体を設立。以降、町内小中学校での朝の読み聞かせなど
を行う。児童生徒の本に対する関心が高まり、話しを聞く姿勢がよくなる
など優れた効果
をあげる。毎年７
月（七夕）・10月
（十五夜）や文化の
日にイベントを実
施。平成23年度よ
り西原町ブックス
タート事業を担っ
ている。

みやぎ   ひでのり

しろま   よしみつ

しんざと かつひろ

こばしがわ  よしひろ

なみひら つねのり

みやぎ　よしみつ

いずみかわ としお

かねひで　　　　　　　　　　　  　 ご や もりまさ

しんちゅうとうさんぎょうかぶしきがいしゃ ふくざとしげもり

まるまさいんさつかぶしきがいしゃ よ な は まさあき

かきのはな   たけのぶ

なかま     ひでたか

あさと     まさ お

わたなべ  まさ いち

みやぎ    さち こ

しおかわ  はつ え

たま な は　  みつ こ

いけみや さとし

きらぼしせぶん


