
祝　国見町敬老会
　国見町敬老会が 9 月 13 日、町内 3 会場で開催
されました。また、町内各介護施設においても敬
老会が開催され、多くの方の笑顔を見ることが出
来ました。
　今年度町内での対象者は 1,740 人。式典では、

記念品の贈呈や表彰式などがあり、参加者全員で
長寿を祝いました。
　式典終了後には、各地区で趣向を凝らしたアト
ラクションが行われ、敬老会に出席された皆さん
は、楽しいひと時を過ごしました。

来年も会場で、皆さんのとびきりの笑顔にお会いできることを楽しみにしています。
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126森江野地区敬老会

347藤田・小坂・大木戸地区敬老会

58��大枝地区敬老会

9��国見の里敬老会

���日和くにみ敬老会�

氏　　名 町内会 年齢
遠藤　義亮 宮町北 100
佐藤　充作 第 7 97
岡本　眞策 小坂 96
岡田　忠次 貝田 96
髙橋　徳平 貝田 96
後藤　忠三 太田川 95
阿部　正三 国見の里 95
菅野　直一郎 国見の里 95
吉田　倉治 大町南 94
高野　喜吉 大坂 94
村上　吉三 第 9 94
佐藤　三郎 高城 93
徳江　隆 国見の里 93

国見町長寿番付

氏　　名 町内会 年齢
佐久間　唯重 第 1 93
佐藤　庄平 泉田下 93
佐野　八郎 第 8 93
髙橋　勝男 板橋南 93
髙橋　藤右エ門 第 12 93
阿部　榮作 泉田下 93
熊坂　幸平 本町 92
村上　正義 第 8 92
佐藤　徳一郎 石母田表 92
松浦　誠二 大木戸 92
佐藤　正雄 原町 92
菊地　半藏 石母田原 92
佐藤　順之助 貝田 92

氏　　名 町内会 年齢
安藤　守茂 前田 92
齋藤　實 石母田北 92
霜山　倉 滝山 91
髙橋　芳吉 山崎北 91
鈴木　三好 川内 91
熊坂　一 内谷西 91
齋藤　四郎 錦町 91
菅野　清藏 国見の里 91
中村　一郎 山崎小舘 91
渡邊　七郎 町東 91
鈴木　幸雄 川内 91
佐藤　松男 石母田表 91
菊地　善吾 第 10 91

9 月 15 日現在 91 歳以上　敬称略

氏　　名 町内会 年齢
古内　トシ 山崎沢田 104
中林　ヨシ 国見の里 102
齋藤　ハツノ 石母田北 102
菊地　アキ 石母田原 99
佐久間　マサイ 上野 99
松野　トリ 国見の里 98
菊地　たつ 並柳 98
佐野　裕子 第 8 97
佐藤　ハン 国見の里 97
佐藤　シヅエ 原町 97
渡邉　コウ 国見の里 97
八島　ヒデ 高城 97
鈴木　あき 錦町 97
佐藤　一江 第 2 96
渡邉　ヨネ子 国見の里 96
瀬戸　カツ 中部 96
実沢　タカ 第 3 96
佐久間　フミ 第 12 95
石川　カツ 第 4 95
吉田　キミ子 石母田西 95
野村　ヒロ 板橋 95
後藤　マキ 第 12 95
渋谷　キン 光明寺 94
佐野　シン 第 8 94
徳江　キヨ 宮東 94
朽木　キエ子 前田 94
八巻　チヱ 徳江北 94
赤井畑　フテ 駅前 94
鈴木　カン 大町北 94
大橋　タケ 滝山 94
古川　米 宮町北 94
大槻　サダ子 大町南 94
大庭　チヨノ 山崎小舘 94
齋藤　ミツ 徳江北 94

氏　　名 町内会 年齢
天野　フミ 山崎耕谷 94
石川　キチ 駅前 94
遠藤　キヨミ 並柳 93
佐久間　イネ 第 1 93
津田　ミツイ 国見の里 93
菅野　フクヨ 国見の里 93
菅野　ミユキ 国見の里 93
竹谷　ツメ 徳江北 93
山本　テル 宮町南 93
阿部　ヱイ子 国見の里 93
齋藤　ハツ 徳江北 93
千葉　トリヨ 山崎小舘 93
佐藤　ツル 国見の里 93
佐藤　榮 石母田西 93
吉田　シゲ 山崎舘 93
齋藤　ヤス 山根 93
吉田　サダ 第 4 93
佐藤　トヨ子 上野 92
朝内　敏 山崎宮舘 92
齋藤　フミ 太田川 92
高原　キクヨ 山崎沢田 92
菊池　マサヨ 中部 92
鈴木　ノブ 第 1 92
岡田　ヂン 貝田 92
後藤　マツ 宮町北 92
佐藤　ムメ 宮町南 92
木村　京 国見の里 92
菊地　ヤス 山崎耕谷 92
蓬田　三四 高城 92
阿部　きみ 大木戸 92
髙橋　ユキ 山崎舘 92
滝川　ふみ子 町東 92
後藤　志な 高城 92
鈴木　サチ子 大坂 92

氏　　名 町内会 年齢
浅野　タツ 山根 92
鈴木　幸子 川内 92
佐藤　シン 山崎小舘 92
佐久間　シガ 第 12 92
鈴木　キチ 宮町南 92
玉手　欣子 中部 92
松浦　ツルノ 大木戸 92
髙橋　ハツエ 貝田 92
曵地　まつよ 本町 92
松浦　ヒロセ 大木戸 92
大沼　ヂン 貝田 92
髙橋　八重子 泉田中 92
大波　トシ子 第 9 91
後藤　トミ 川内 91
三木　ヨシ 山崎舘 91
安藤　ミツイ 前田 91
中野　きく 鶉町 91
薄　トメ 内谷西 91
村上　フヨノ 第 9 91
渡邊　フミ 町東 91
志村　トミ 高城 91
佐久間　文子 第 1 91
武田　トトノ 第 3 91
髙橋　マツヱ 貝田 91
佐藤　ツネ 石母田表 91
菊池　マツヨ 中部 91
大野　テツイ 藤田光陽 91
村上　ハル 第 8 91
後藤　クラヨ 太田川 91
齋藤　トヨノ 徳江北 91
松浦　ミツ 光明寺 91
富野　マスミ 山崎小舘 91
小林　貞子 第 7 91

女性 101 人

男性 39人
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