






団体・グループ 功労者 （推薦団体） （居住地）

H17 高田ファルコンズ （豊後高田市） H17 赤峯　友子 スポーツ少年団 （大分市）

H17 中川原青壮年会 （日田市） H17 岡部　嘉洋 BBS （豊後高田市）

H17 H17 佐藤昭次郎 ボーイスカウト （大分市）

H17 H17 秦　　富子 保護司会 （大分市）

H17 H17 土井　武志 補導員連絡会 （別府市）

H17 H17 山田　莊吾 中津市 （中津市）

H18  日田地区更生保護女性の会 （日田市） H18 井　美佐子 ガールスカウト （大分市）

H18  明治子供神楽文化財愛護少年団 （竹田市） H18 石橋紀公子 大分市 （大分市）

H18 香々地少年野球クラブ （豊後高田市） H18 後藤泰範 子ども会 （大分市）

H18 H18 福田光孝 ボーイスカウト （大分市）

H18 H18 大木チガエ 中津市 （中津市）

H18 H18 井上裕子 日田市 （日田市）

H18 H18 伊達　進 スポーツ少年団 （津久見市）

H18 H18 長松英二 竹田市 （竹田市）

H18 H18 野崎　優 BBS （豊後高田市）

H18 H18 近藤安夫 補導員連絡会 （豊後高田市）

H18 H18 宮崎茂喜 防犯協会 （豊後大野市）

H19 佐伯市臼坪丈踊り愛護少年団 （佐伯市） H19 池田富美代 佐伯市 （佐伯市）

H19 日田市子ども劇場 （日田市） H19 上村松治 子ども会 （別府市）

H19 大分県労働者総合生活協同組合 （大分市） H19 宇野浩司 指導員 （日田市）

H19 H19 大塚美砂子 豊後高田市 （豊後高田市）

H19 H19 葛西満里子 ガールスカウト （大分市）

H19 H19 後藤忠生 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ （津久見市）

H19 H19 高橋辰彦 国際交流機構 （大分市）

H19 H19 田島正博 スポーツ少年団 （大分市）

H19 H19 立花英一 日田市 （日田市）

H19 H19 本多由利子 日出町 （日出町）

H20 北中・天神小杉ボランティア （日田市） H20 安部和正 豊後高田市 （豊後高田市）

H20 真玉浜下自治公民館 （豊後高田市） H20 内田日出男 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ （大分市）

H20 H20 佐々木悌二 スポーツ少年団 （別府市）

H20 H20 佐藤秀明 竹田市 （竹田市）

H20 H20 白水邦子 ガールスカウト （大分市）

H20 H20 田口和子 更生保護女性連盟 （宇佐市）

H20 H20 津々見　功 少年警察ボランティア （宇佐市）

H20 H20 星子英子 国際交流機構 （大分市）

H20 H20 吉野卿子 ユネスコ連盟 （大分市）

H21 中津市緑が丘中学校生徒会 (中津市) H21 阿南道有 竹田市 （竹田市）

H21 H21 池見祐子 ガールスカウト （大分市）

H21 H21 大鍛冶光子 別府市 （別府市）

H21 H21 大塚信子 更生保護女性連盟 （竹田市）

H21 H21 梶原償子 少年警察ボランティア （日田市）

H21 H21 河野久男 スポーツ少年団 （日出町）

H21 H21 宮崎勝浩 ボーイスカウト （津久見市）

H21 H21 山川忠臣 子ども会 （別府市）

H22 ジョーヤラ保存会 （佐伯市） H22 吉田初弘 佐伯市 （佐伯市）

H22 中津地区更生保護女性会 （中津市） H22 福原三佳 更生保護女性連盟 （中津市）

H22 豊後高田市更生保護女性会 （豊後高田市） H22 前田昭子 豊後高田市 （豊後高田市）

H22 H22 有田利治 少年警察ボランティア （大分市）

H22 H22 高椋清 ボーイスカウト （中津市）

H22 H22 右田治子 ガールスカウト （大分市）

年度
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個人



団体・グループ 功労者 （推薦団体） （居住地）
年度

団体 個人

ＺＥＮＫＡＩ太鼓「和」 （中津市） 石黒篤子 アドバイザー協議会 (大分市)

つむぎの会 (豊後高田市) 大津留ひろみ 子ども会 (大分市)

加藤義晃 ボーイスカウト (由布市)

島田　努 スポーツ少年団 (大分市)

橋迫憲二 ＢＢＳ連盟 (佐伯市)

藤原英敏 少年警察ボランティア (杵築市)

前田昭子 豊後高田市 （豊後高田市）

松田和代 青少協 (大分市)

宮﨑シゲ子 更生保護女性連盟 (臼杵市)

森﨑　澄江 ガールスカウト (大分市)

縣　燁子 更生保護女性連盟 (大分市)

安東　政子 子ども会 (大分市)

中尾眞優美 アドバイザー協議会 （中津市）

茂里　剛 豊後大野市 （豊後大野市）

森川　浩 豊後高田市 （豊後高田市）

諸田義信 スポーツ少年団 (大分市)

日出町豊岡地区婦人会 (日出町) 池見　美枝 ガールスカウト (大分市)

津久見市青少年健全育成市民会議 (津久見市) 川野　和人 大分市 （大分市）

川野　順二 県社会福祉協議会 (日出町)

高野　友子 更生保護女性連盟 (津久見市)

佐藤　英人 大分市 （大分市）

冨田　一主 少年警察ボランティア （九重町）

後藤　敦子 更正保護女性連盟 （大分市）

工藤　喜賀 ガールスカウト （大分市）

廣田　寧孝 スポーツ少年団 (大分市)

後藤　泰範 （感謝状） (大分市)

橋本　きくえ アドバイザー協議会 （大分市）

佐藤　公一 ボーイスカウト （津久見市）

山内　万壽子 更生保護女性連盟 （別府市）

金丸　妙子 ガールスカウト （中津市）

吉田　壽樹 子ども会 （日出町）

板井　泉一 少年の船の会 （大分市）

別府溝部学園高等学校生徒会 （別府市） 小林　由美子 ガールスカウト （中津市）

中津市立今津小学校児童会 （中津市） 近藤　節子 更生保護女性連盟 （国東市）

中津市立今津中学校生徒会 （中津市） 大力　瞳 ボーイスカウト （別府市）

豊後大野保護区保護司会 （豊後大野市） 中野　浄昭 子ども会 （国東市）

藤野　哲郎 みどりの少年団 （玖珠町）

臼津保護区津久見分区保護司会 （津久見市） 河野　真理子 ガールスカウト （大分市）

「小さな親切」運動杵築市支部 （杵築市） 渡辺　完宏 ボーイスカウト （杵築市）

靍田　良人 保護司会連合会 （豊後大野市）

中村　愼一 みどりの少年団 （大分市）

庄内子供神楽愛好会 (由布市） 工藤　典子 ガールスカウト (大分市）

玖珠少年少女合唱団 (玖珠町） 倉原　浩子 ボーイスカウト (大分市）

玉来子ども神楽愛護少年団 (竹田市） 芝野　聖美 更生保護女性連盟 (由布市）

下ノ江ふれあい子ども広場 (臼杵市） 田中　基義 保護司会連合会 (由布市）

荒金　淳 子ども会 （日出町）

はさま子ども和太鼓クラブ（由布はさま太鼓） (由布市） 渡邉　桂子 ガールスカウト (大分市）

日出町なぎなたスポーツ少年団 (日出町） 甲斐　和子 更生保護女性連盟 (佐伯市）

日本ボーイスカウト大分県連盟津久見第１団ボーイスカウト隊 （津久見市） 三坪　直 保護司会連合会 (中津市）

明豊高等学校インターアクト部 (別府市） 白石　正義 ボーイスカウト (大分市）

山香子ども太鼓 (杵築市） 川野　俊一 みどりの少年団 (津久見市）

特定非営利活動法人国東市手と手とまちづくりたい (国東市） 垂井美千代 保護司会連合会 (臼杵市）

一般財団法人セブンイレブン記念財団九重ふるさと自然学校 (九重町） 安部　八信 別府市 (別府市）

三代目源流少年隊 (由布市） 友永　瑤子 更生保護女性連盟 (別府市）

中津地区少年警察ボランティア協会 (中津市） 工藤　浩見 ボーイスカウト (大分市）

豊後みさき太鼓育成会 (豊後高田市） 嶋　真由美 ガールスカウト (別府市）

H23

H24

H25

H26

H27

H28

H29

H30

R1

R3

R2


