（熊谷市）記者クラブ取材情報

平成 25 年 10 月 2９日発表
担当課：教育委員会社会教育課

事業の名称等

平成２５年度
１．実施日時等

熊谷市文化功労者・教育関係職員表彰式

平成 ２５ 年 １１ 月 ３ 日（ 日・祝 ）午前 １０時００分から
午前 １１時３０分頃まで
熊谷市立大里生涯学習センター あすねっと

２．会場・主催地
３．主催者・関係者
（１）団体名等

熊谷市教育委員会

（２）代表者名

教育長 野原 晃

ＴＥＬ 048-524-1111 内線 394

式典 ・文化功労者３名

４．事業内容

島野

直 氏（体育 ７６歳）、

清水 信二 氏（文化 ７７歳）
、 野村 好輝 氏（文化 ７８歳）
・教育関係職員表彰者 ２３名
（熊谷市内在勤１５年以上で

学校教職員 １６名
学校歯科医

７名

勤務成績が良好である者）
５．目的・理由

文化功労者：教育・学術・文化・体育の振興について特に功績が顕著で
ある方を表彰する。
教育関係職員表彰：熊谷市内在勤１５年以上で勤務成績が良好である者
を表彰する。

６．経緯・経過

７．影響・効果

文化功労者表彰 ：文化活動を行っている方の励みになり、文化活動の
振興に資することになる。
教育関係職員表彰：教育関係職員の励みになり、教育の振興に資する。

８．この事業の実施による特記事項

（１）県内の状況
ア．県内で初めて イ．県内で

番目

（２）他市が実施している事業に比べて本市の特色

※ 資料の有無（ 有 ・
担当課

無 ）

熊谷市教育委員会 社会教育課

連絡先 ＴＥＬ 048-524-1111 内線 ３９４

担当者

木村、森

shakaikyoiku@city.kumagaya.lg.jp

熊谷市文化功労者
しま

島

の

野

ちょく

直

（７６ 歳）

熊谷市宮前町

氏は、昭和５８ 年熊谷市水泳連盟 理事長に就任し、 小学生を対象
にした初心者水泳 教室の開設や 、小 学生から一般、高 齢者まで参加
できる大会として 、本年で第３０回 を迎えた「市民水 泳大会」を 創
設する等、長年に わたり水泳の普及 に尽力しました。
また、参加者１ 万人規模の本市一 大スポーツイベン ト 「熊谷さく
らマラソン大会」 では、実行委員会 会長として大会の 成長に大きく
貢献しました。
第５９回彩の国ま ごころ国体では、 熊谷スポーツ文化 公園の拡充
整備等に尽力し、 また開催・運営計 画の策定等、招致 の段階から 積
極的に取り組み、 メイン会場として 国体の成功に大き く貢献しまし
た。
さらに、昭和６２ 年熊谷市ゴルフ連 盟設立に尽力し、 副会長とし
て、各種ゴルフ教 室等を通じ、ゴル フの普及発展に貢 献し、市民の
心身の健全な発達 に大きく貢献しま した。
このように、卓越 した情熱と統率力 により本市の体育 の振興・向
上に寄与した功績 は、誠に顕著であ ります。
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熊谷市文化功労者
し

清

みず

水

しん

信

じ

二

（７７ 歳）

熊谷市久保島

氏は、昭和３５ 年に埼玉大学を卒 業後、中条中学校 教諭となり、
以後、美術教諭と して生徒指導にあ た り、その後、小 中学校長を歴
任する他、埼玉県 美術教育連盟副会 長 を務めるなど、 学校における
美術教育に尽力し ました。
一方、自ら創作活 動を行う傍ら、 熊 谷市美術展におい て は、昭和
４１年の第１回展 から運営と審査に 携わり、現在の公 募熊谷市美術
展の基礎を築き、 その充実と発展に 努めました。
熊谷市文化連合 副理事長、熊谷市 美術家協会会長な ど数々の要職
を務め、本市の文 化及び美術の振興 に貢献しました。
さらに、直実市民 大学、熊谷図書館 、公民館等におい て、美術に
関する講話や実技 講座を行うととも に、油彩画等の指 導を行い、公
募熊谷市美術展や 熊谷市勤労者文化 展への出品者の増 加等、本市の
美術人口の拡大に 貢献しました。
このように、本市 の文化の振興・充 実に大きく貢献し た 功績は、
誠に顕著でありま す。
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熊谷市文化功労者
の

野

むら

村

よし

好

てる

輝

（７８ 歳）

熊谷市妻沼小島

氏は、長年にわ たり菊作りを行い 、平成１８年に妻 沼地区菊花会
会長に就任し、本 市における菊作り の普及・振興に 精 力的に活動し
ています。
平成１４年には妻 沼町社会教育委員 に就任し、地域の 社会教育の
充実、発展に貢献 しました。
また、小学校や公 民館等で菊作りの 指導を行い、菊作 りの普及・
発展に尽力しまし た。
熊谷スポーツ文化 公園がメイン会場 となった平成１６ 年の第５９
回彩の国まごころ 国体では、天皇陛 下、皇太子殿下の ロイヤルボッ
クス席の菊飾りを 担当し、会場に彩 りを添えました。
さらに、日本菊花 全国大会へ出品し 、内閣総理大臣賞 を４度受賞
する等活躍し、平 成２３年には１本 の菊に咲く花の数 、４３５１輪
でギネス世界記録 に認定されました 。
このように、精 力的活動と情熱に より、本市におけ る菊作りの普
及・振興に寄与し た功績は誠に顕著 であります。

5

