
叙勲とは…
　毎年、４月29日（昭和の日）と11月３日（文化の日）
に授与される「春秋叙勲」は、ご存知の人も多いと思
います。
　勲章制度は明治８年（1875年）に創設され、国や
公共のために功労のあった人や社会の各分野におい
て優れた行いのあった人などを、国がその功績や業績
を表彰するものです。その栄誉のしるしとして勲章が
授与されます。

おめでとうございます
令和２年春の叙勲・第34回危険業務従事者叙勲 受章

　高萩市からは、春の叙勲に旭日小綬章が２人、瑞宝双光章に１人、危険業務従事者叙勲では瑞宝単光章に
１人が受章されました。ご功績に敬意を表し、心からお祝い申し上げます。

ずい ほう そう こうしょうきょくじつしょうじゅしょう ずい ほう たん こうしょう

旭日小綬章
－地方自治功労－

篠原 新一郎さん
（下手綱 86歳）
元高萩市議会議員

しんいちろうしのはら

　平成３年に高萩市議会議員として初当選以来、
平成17年までと平成19年から令和元年までの長
きにわたり在職。常任委員会委員長など多くの要
職を歴任。各行政分野の発展と住民福祉の向上
に貢献されました。また、農業行政に造詣が深く、
後谷下地区をはじめ、花貫川流域や杉岡、上ヶ穂
町、下君田地区のほ場整備など、米の生産向上と
農業行政の推進に尽力されました。

　昭和46年に高萩市議会議員として初当選以来、
令和元年まで12期48年にわたり在職。市議会議
長をはじめ、常任委員会委員長など多くの要職を
歴任。広範にわたる豊富な知識と経験をもって、
地方自治の発展と住民福祉の向上に貢献されまし
た。さらには、松岡土地改良区ほ場整備など、農
業環境条件の向上ほか、高萩市消防団長として消
防団の強化に尽力されました。

　昭和39年に東京の世田谷郵便局に奉職して以
来、平成17年に葛西郵便局長を退任されるまで
41年間にわたり地域郵政業務に従事。その間、
東京都内の13局に勤務されました。「お客様を第
一に」を信条とし、常に誠意ある対応を心掛け、
地域のみなさんから愛され信頼される郵便局づく
りに尽力されるとともに、業務の円滑な運営と郵
政事業の発展に貢献されました。

旭日小綬章
－地方自治功労－

作山 里美さん
（上手綱 77歳）

元高萩市議会議員

さとみさくやま

瑞宝双光章
－郵政事業功労－

菊池 利秋さん
（上手綱 74歳）
元葛西郵便局長

としあききくち

　茨城県警の警察官として昭和41年から平成20
年までの42年間にわたり警察職務に精励し、主
に地域警察部門において公共の安全と秩序の維持
に尽力されました。また、青少年の薬物事犯に際
しては、薬物使用の低年齢化や家族が抱くつらく
悲しい思いに触れ、薬物乱用防止への熱意と強い
信念のもと、青少年の非行防止と地域の治安維持
に貢献されました。

瑞宝単光章
－警察功労－

鈴木 次男さん
（上手綱 72歳）
元茨城県警部補

つぎおすずき

ありがとうございました
新型コロナウイルス感染症対策として寄贈いただきました

　高萩市における新型コロナウイルス感染症対策に対しまして、多くの方々からマスクなどを寄贈してい
ただきました。心から感謝申し上げます。
　寄贈いただいた品々については、医療機関や福祉施設ほか、保育・幼稚園、学校、事業所、高齢者や
妊産婦などのみなさんに配布させていただきました。
　引き続き、本市の新型コロナウイルス感染症対策に関しまして、ご理解とご協力をお願いいたします。

寄贈いただいた方々のご紹介

高萩遊技場組合 組合長　　 　許　忠男 様
株式会社大光 代表取締役　　　同上
中商株式会社 取締役社長　　　同上
・次亜塩素酸水　100リットル（4月16日受領）
・マスク　11,500枚（4月27日受領）
・消毒用アルコール　230リットル（4月28日受領）

株式会社出羽紙器製作所　代表取締役　小林正臣 様
・ダンボールパーテーション　10枚（4月16日受領）

高萩ライオンズクラブ　会長　鈴木一彦 様
・文房具（自由帳・色鉛筆など）　1,212セット
　　　　　　　　　　　　　　（4月24日受領）

有限会社カミノテック　代表取締役　土田幸男 様
・マスク　1,550枚（5月7日受領）

株式会社STYLE de STYLE
　　　　　　　　代表取締役　作山太一 様
・マスク　1,000枚（5月13日受領）

高萩市商工会青年部　部　長　田邉　亮 様
高萩青年会議所　　　理事長　髙久聡至 様
・マスク　1,000枚（5月14日受領）

日立パーソナル　代表　山﨑美広 様
・防疫パーテーション　29台（5月18日受領）

匿名（市内の生産者）様
・鉢花　1,210鉢（5月14日受領）

森島酒造株式会社　代表取締役　森嶋鎮一郎 様
・自社製造アルコール消毒液720ml 60本（5月18日受領）

にこにこ子ども食堂　代表　吉田夏奈 様
・手作りマスク　1,235枚（5月20日受領）
・手作りマスクキット　628セット（同日受領）

な　な

左から大部市長・許組合長

左から鈴木会長・大部市長

左から田邉部長・
大部市長・髙久理事長

飛散防止用パーテーション

左から大部市長・山﨑代表

左から森嶋専務・
大部市長・森嶋代表取締役

左から大部市長・吉田代表

左から大部市長・作山代表取締役

鉢花（サンビタリアの花）
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