
□愛知県知事表彰状受賞者：優良子ども会（２２団体）

市区町村名 受賞者名 ふりがな

名古屋市東区 古出来子ども会 こできこどもかい

名古屋市北区 金城学区八代二丁目子ども会 きんじょうがっくやしろにちょうめこどもかい

名古屋市西区 大志白百合子ども会 たいししらゆりこどもかい

名古屋市中村区 二瀬町子ども会 ふたせちょうこどもかい

名古屋市中区 千代田中部子ども会 ちよだちゅうぶこどもかい

名古屋市熱田区 高蔵町子ども会 たかくらちょうこどもかい

名古屋市守山区 翠松園Ｂ子ども会 すいしょうえんびーこどもかい

名古屋市名東区 梅森坂西町内会子ども会 うめもりざかにしちょうないかいこどもかい

豊橋市 若松第１子ども会 わかまつだいいちこどもかい

一宮市 昭和２丁目子ども会 しょうわにちょうめこどもかい

春日井市 味美白山町子ども会 あじよしはくさんちょうこどもかい

刈谷市 築地１組子ども会 ついじいちくみこどもかい

安城市 東大道子ども会 ひがしだいどうこどもかい

江南市 大間子ども会 おおまこどもかい

稲沢市 法花寺子ども会 ほっけじこどもかい

東海市 寺中子ども会 じっちゅうこどもかい

大府市 川池子ども会 かわいけこどもかい

知多市 廻間子ども会 はさまこどもかい

日進市 日進市野方東南子ども会 にっしんしのかたとうなんこどもかい

愛西市 青桐子ども会 あおぎりこどもかい

弥富市 あかり第１子ども会 あかりだいいちこどもかい

東郷町 白土第二子供会 しろつちだいにこどもかい

□愛知県知事感謝状受賞者：子ども会育成功労者（１６名）

市区町村名 受賞者名 ふりがな

名古屋市北区 古木　健夫 ふるき　たけお

名古屋市西区 神田　裕三 かんだ　ゆうぞう

名古屋市中村区 内川　義康 うちかわ　よしやす

名古屋市中区 村　美喜 むら　みき

名古屋市昭和区 熊谷　佳子 くまがい　よしこ

名古屋市瑞穂区 高田 みゆき たかた　みゆき

名古屋市熱田区 鬼頭　博 きとう　ひろし

名古屋市中川区 日比　雅順 ひび　まさのり

名古屋市港区 鈴木　富士恵 すずき　ふじえ

名古屋市守山区 早苗　外松 さなえ　そとまつ

名古屋市名東区 山内　浩二 やまうち　こうじ

名古屋市天白区 山田　久江 やまだ　ひさえ

一宮市 西脇　保廣 にしわき　やすひろ

豊川市 小澤　正博 おざわ　まさひろ

安城市 上野　広明 うえの　ひろあき

稲沢市 蜂矢　英子 はちや　えいこ

□愛知県社会福祉協議会会長表彰状受賞者：優良子ども会（３４団体）
市区町村名 受賞者名 ふりがな

名古屋市千種区 根知和第一子ども会 こんちわだいいちこどもかい

名古屋市東区 東二葉子ども会 ひがしふたばこどもかい

名古屋市北区 金城学区第１綿の実子ども会 きんじょうがっくだいいちわたのみこどもかい

名古屋市西区 あかしろ子ども会 あかしろこどもかい

名古屋市中村区 沖田あおぞら子ども会 おきたあおぞらこどもかい

名古屋市中区 正木二西Ａ子ども会 まさきににしえーこどもかい

名古屋市昭和区 東北山子ども会 ひがしきたやまこどもかい

名古屋市瑞穂区 明交子ども会 めいこうこどもかい

名古屋市熱田区 三番町北部子ども会 さんばんちょうほくぶこどもかい

名古屋市中川区 新町二丁目Ａ・Ｂ子ども会 しんまちにちょうめえー・びーこどもかい

名古屋市港区 春田野Ａ子ども会 はるたのえーこどもかい

第６０回愛知県子ども会大会被顕彰者名簿



市区町村名 受賞者名 ふりがな
名古屋市守山区 天子田子ども会 あまこだこどもかい

名古屋市緑区 鶴が沢子ども会 つるがさわこどもかい

名古屋市名東区 藤巻町子ども会 ふじまきちょうこどもかい

名古屋市天白区 山鳩第一子ども会 やまばとだいいちこどもかい

豊橋市 東向山３区子ども会 ひがしむかいやまさんくこどもかい

岡崎市 西本郷第１子ども会 にしほんごうだいいちこどもかい

一宮市 あずら子ども会 あずらこどもかい

一宮市 ほたる子ども会 ほたるこどもかい

春日井市 花長町子ども会 はなおさちょうこどもかい

碧南市 伏見屋子ども会 ふしみやこどもかい

刈谷市 つかさ子ども会 つかさこどもかい

安城市 福釜青空子ども会 ふかまあおぞらこどもかい

江南市 砂場子ども会 すなばこどもかい

稲沢市 石橋子ども会 いしばしこどもかい

東海市 富木島子ども会連合　新藤塚子ども会 ふきしまこどもかいれんごう　しんふじつかこどもかい

知多市 荒井子ども会 あらいこどもかい

日進市 石兼子ども会 いしがねこどもかい

北名古屋市 石橋・ひまわり子ども会 いしばし・ひまわりこどもかい

弥富市 稲穂子ども会 いなほこどもかい

みよし市 打越子ども会 うちこしこどもかい

あま市 本郷青空子ども会 ほんごうあおぞらこどもかい

東郷町 御岳第２子ども会 みたけだいにこどもかい

武豊町 若草子ども会 わかくさこどもかい

□愛知県子ども会連絡協議会会長表彰状受賞者：優良子ども会（４１団体）

市区町村名 受賞者名 ふりがな

名古屋市千種区 新屋敷第２子ども会 しんやしきだいにこどもかい

名古屋市東区 新五子ども会 しんごこどもかい

名古屋市北区 金城学区わかくさ子ども会 きんじょうがっくわかくさこどもかい

名古屋市西区 比良二丁目子ども会 ひらにちょうめこどもかい

名古屋市中村区 みのり子ども会 みのりこどもかい

名古屋市中区 蛭子南部東部子ども会 えびすなんぶとうぶこどもかい

名古屋市昭和区 元宮１、２、３子ども会 もとみやいち、に、さんこどもかい

名古屋市瑞穂区 平郷町４丁目子ども会 へいごうちょうよんちょうめこどもかい

名古屋市熱田区 神野町子ども会 じんのちょうこどもかい

名古屋市中川区 宮分一・三丁目子ども会 みやわけいち・さんちょうめこどもかい

名古屋市港区 下中子ども会 しもなかこどもかい

名古屋市南区 若草町子ども会 わかくさちょうこどもかい

名古屋市守山区 吉根わんぱく子ども会 きっこわんぱくこどもかい

名古屋市緑区 西神の倉子ども会 にしかみのくらこどもかい

名古屋市名東区 西山台子ども会 にしやまだいこどもかい

名古屋市天白区 表山中１子ども会 おもてやまなかいちこどもかい

豊橋市 小野田町子ども会 おのだちょうこどもかい

豊橋市 東小鷹野３・４丁目子ども会 ひがしおだかのさん・よんちょうめこどもかい

岡崎市 細川中下子ども会 ほそかわなかしもこどもかい

一宮市 藤塚子ども会 ふじつかこどもかい

一宮市 大野子ども会 おおのこどもかい

一宮市 毛受東子ども会 めんじょひがしこどもかい

春日井市 南富士子供会 みなみふじこどもかい

碧南市 日進中部子ども会 にっしんちゅうぶこどもかい

刈谷市 一ツ木いずみ子ども会 ひとつぎいずみこどもかい

安城市 別所あさひ子ども会 べっしょあさひこどもかい

安城市 和泉第一子ども会 いずみだいいちこどもかい

江南市 南山子ども会 みなみやまこどもかい

稲沢市 南小沢子ども会 みなみこざわこどもかい

稲沢市 緑町子ども会 みどりまちこどもかい

東海市 加木屋子ども会連合会　本郷東子ども会 かぎやこどもかいれんごうかい　ほんごうひがしこどもかい



市区町村名 受賞者名 ふりがな

大府市 リトル子ども会 りとるこどもかい

知多市 にしの台２・３子ども会 にしのだいに・さんこどもかい

日進市 本郷白山子ども会 ほんごうはくさんこどもかい

田原市 中山子ども会 なかやまこどもかい

愛西市 南河田子ども会 みなみごうたこどもかい

清須市 廻間子ども会 はざまこどもかい

北名古屋市 井瀬木北西子ども会 いせぎきたにしこどもかい

弥富市 あかり第３子ども会 あかりだいさんこどもかい

あま市 さつき子ども会 さつきこどもかい

東郷町 諸輪子ども会 もろわこどもかい

□愛知県子ども会連絡協議会会長表彰状受賞者：優良市町村子ども会連合組織（２団体）

市区町村名 受賞者名 ふりがな

知多市 知多市子ども会連絡協議会 ちたしこどもかいれんらくきょうぎかい

清須市 清須市子ども会連絡協議会 きよすしこどもかいれんらくきょうぎかい

□愛知県子ども会連絡協議会会長感謝状受賞者：子ども会育成功労者（３０名）

市区町村名 受賞者名 ふりがな

名古屋市千種区 山田　恵美 やまだ　えみ

名古屋市東区 谷井　千津 たにい　ちづ

名古屋市北区 中川　嘉明 なかがわ　よしはる

名古屋市西区 阿部　充代 あべ　みちよ

名古屋市中村区 吉田　朝美 よしだ　ともみ

名古屋市中区 淺岡　千鶴子 あさおか　ちづこ

名古屋市昭和区 野村　聖子 のむら　せいこ

名古屋市瑞穂区 竹腰　裕紀 たけこし　ゆき

名古屋市熱田区 水谷　富一 みずたに　とみいち

名古屋市中川区 川端　安利 かわばた　やすとし

名古屋市港区 大西　祥尚 おおにし　まさなお

名古屋市守山区 安田　泰 やすだ　やすし

名古屋市緑区 安藤　洸紀 あんどう　こうき

名古屋市名東区 松田　栄次 まつだ　えいじ

名古屋市天白区 宮下　きみ子 みやした　きみこ

豊橋市 和田　晶子 わだ　しょうこ

岡崎市 伊藤　梢 いとう　こずえ

岡崎市 神野　学 こうの　まなぶ

一宮市 高山　幸四郎 たかやま　こうしろう

春日井市 小久保　由紀子 こくぼ　ゆきこ

碧南市 角谷　篤宏 すみや　あつひろ

安城市 河井　洋 かわい　ひろし

稲沢市 岩田　知子 いわた　ともこ

稲沢市 長坂　貴美子 ながさか　きみこ

東海市 三輪　香 みわ　かおり

豊明市 服部　裕 はっとり　ゆたか

田原市 冨田　宗邦 とみだ　ひろくに

市区町村名 受賞者名 ふりがな

清須市 鳴海　恵美子 なるみ　えみこ

あま市 林　真奈美 はやし　まなみ

飛島村 山本　鎮 やまもと　しずか

□愛知県子ども会連絡協議会会長感謝状受賞者：子ども会育成功労団体（７団体）

市区町村名 受賞者名 ふりがな

名古屋市中区 中区子ども会ジュニアリーダー なかくこどもかいじゅにありーだー

豊橋市 豊橋市子ども会リーダーズクラブ とよはししこどもかいりーだーずくらぶ

岡崎市 岡崎メイツ腎・睡眠クリニック おかざきめいつじん・すいみんくりにっく

安城市 手打ちうどん　おにがしま てうちうどん　おにがしま

豊明市 豊明市シニアリーダーズクラブ とよあけししにありーだーずくらぶ



市区町村名 受賞者名 ふりがな

長久手市 長久手市ジュニアリーダーズクラブ ながくてしじゅにありーだーずくらぶ

武豊町 有楽グループ ゆうらくぐるーぷ

□愛知県子ども会連絡協議会会長感謝状受賞者：子ども会リーダー（１９名）

市区町村名 受賞者名 ふりがな

名古屋市東区 鎌田　茉優 かまだ　まゆ

名古屋市北区 林　愛裕花 はやし　あゆか

名古屋市西区 大塚　彩音 おおつか　あやね

名古屋市中村区 田籠　健斗 たごもり　けんと

名古屋市中区 岩島　夕奈 いわしま　ゆうな

名古屋市昭和区 八木　里彩 やぎ　りさ

名古屋市熱田区 川並　すばる かわなみ　すばる

名古屋市中川区 細田　大輔 ほそだ　だいすけ

名古屋市港区 糸魚川　高也 いといがわ　たかや

名古屋市守山区 萩原　聖梧 はぎわら　せいご

名古屋市緑区 山邊　彩花 やまべ　あやか

名古屋市名東区 馬場　日南絵 ばば　ひなえ

名古屋市天白区 村瀬　優心 むらせ　ゆうしん

豊橋市 大羽　美那 おおば　みな

春日井市 河路　友貴奈 かわじ　ゆきな

豊川市 西川　彰彦 にしかわ　あきひこ

安城市 西山　沙耶香 にしやま　さやか

清須市 金井　駿人 かない　はやと

長久手市 森　美寿妃 もり　みずき

□愛知県子ども会連絡協議会会長感謝状受賞者：退任役員（１名）

市区町村名 受賞者名 ふりがな

犬山市 丹羽　美代子 にわ　みよこ

□愛知県子ども会連絡協議会会長褒状受賞者：無事故子ども会（８８団体）

市区町村名 受賞者名 ふりがな

岡崎市 戸崎６区子ども会 とさきろっくこどもかい

岡崎市 若葉子ども会 わかばこどもかい

岡崎市 上地７区子ども会 うえじななくこどもかい

岡崎市 西蔵前町子ども会 にしくらまえちょうこどもかい

岡崎市 宇頭第１子ども会 うとうだいいちこどもかい

一宮市 小鳩子ども会 こばとこどもかい

一宮市 スペクトル一宮貴船子ども会 すぺくとるいちのみやきふねこどもかい

一宮市 杉の子子ども会 すぎのここどもかい

一宮市 白鳩子ども会 しろはとこどもかい

一宮市 杉山仲よし子ども会 すぎやまなかよしこどもかい

一宮市 うぐいす子ども会 うぐいすこどもかい

一宮市 南高井子ども会 みなみたかいこどもかい

一宮市 新神戸子ども会 しんかんべこどもかい

一宮市 前二南子ども会 まえにみなみこどもかい

一宮市 二ツ屋南子ども会 ふたつやみなみこどもかい

春日井市 不二ガ丘子ども会 ふじがおかこどもかい

春日井市 下市場北子ども会 しもいちばきたこどもかい

春日井市 廻間子ども会 はざまこどもかい

豊川市 諏訪二部子ども会 すわにぶこどもかい

刈谷市 東境南子ども会 ひがしさかいみなみこどもかい

刈谷市 下重原子ども会 しもしげはらこどもかい

刈谷市 小垣江新田東子ども会 おがきえしんでんひがしこどもかい

安城市 浜屋子ども会 はまやこどもかい

安城市 日の出子ども会 ひのでこどもかい

安城市 高棚東子ども会 たかたなひがしこどもかい

安城市 高棚南子ども会 たかたなみなみこどもかい



市区町村名 受賞者名 ふりがな

安城市 柿崎子ども会 かきさきこどもかい

安城市 東山子ども会 ひがしやまこどもかい

安城市 石橋子ども会 いしばしこどもかい

蒲郡市 東大塚第２子ども会 ひがしおおつかだいにこどもかい

蒲郡市 長筵子ども会 ながむしろこどもかい

蒲郡市 栄町子ども会 さかえまちこどもかい

蒲郡市 下形子ども会 しもがたこどもかい

稲沢市 清水子ども会 しみずこどもかい

稲沢市 溝板子ども会 みぞいたこどもかい

稲沢市 新町青空子ども会 しんまちあおぞらこどもかい

稲沢市 青空子ども会 あおぞらこどもかい

稲沢市 プレミ子ども会 ぷれみこどもかい

稲沢市 長野子ども会 ながのこどもかい

稲沢市 小池北子ども会 こいけきたこどもかい

東海市 緑陽子ども会連合　中嶺子ども会 りょくようこどもかいれんごう　なかねこどもかい

東海市 名和子ども会連合　高根子ども会 なわこどもかいれんごう　たかねこどもかい

東海市 渡内連合　荒尾住宅子ども会 わたうちれんごう　あらおじゅうたくこどもかい

東海市 平洲連合　木庭子ども会 へいしゅうれんごう　こんばこどもかい

東海市 富木島子ども会連合　向イ子ども会 ふきしまこどもかいれんごう　むかいこどもかい

東海市 加木屋子ども会連合会　サンヒルズ子ども会 かぎやこどもかいれんごうかい　さんひるずこどもかい

知多市 寺本台子ども会 てらもとだいこどもかい

知多市 にしの台一子ども会 にしのだいいちこどもかい

知多市 日長三区わかくさ子ども会 ひながさんくわかくさこどもかい

知多市 新舞子台子ども会 しんまいこだいこどもかい

知多市 若竹子ども会 わかたけこどもかい

日進市 東昭第１子ども会 とうしょうだいいちこどもかい

日進市 日東西子ども会 にっとうにしこどもかい

日進市 日東東子ども会 にっとうひがしこどもかい

愛西市 あづま子ども会 あづまこどもかい

愛西市 十二城子ども会 じゅうにしろこどもかい

清須市 外町子ども会 そとまちこどもかい

清須市 坂町子ども会 さかまちこどもかい

清須市 寺野子ども会 てらのこどもかい

清須市 鍋片子ども会 なべかたこどもかい

清須市 中河原子ども会 なかがわらこどもかい

清須市 西堀江子ども会 にしほりえこどもかい

清須市 助七子ども会 すけしちこどもかい

北名古屋市 久地野子ども会 くじのこどもかい

北名古屋市 久地野南子ども会 くじのみなみこどもかい

北名古屋市 永塚子ども会 ながつかこどもかい

北名古屋市 とくしげ子ども会 とくしげこどもかい

北名古屋市 法成寺子ども会 ほうじょうじこどもかい

北名古屋市 岡子ども会 おかこどもかい

北名古屋市 宇福寺子ども会 うぶくじこどもかい

北名古屋市 北野子ども会 きたのこどもかい

弥富市 あかり第２子ども会 あかりだいにこどもかい

弥富市 あずま子ども会 あずまこどもかい

弥富市 十四山さくら子ども会 じゅうしやまさくらこどもかい

弥富市 さくら３子ども会 さくらさんこどもかい

弥富市 杉の子子ども会 すぎのここどもかい

弥富市 すみれ子ども会 すみれこどもかい

弥富市 宝子ども会 たからこどもかい

みよし市 三好下子ども会 みよししもこどもかい

みよし市 福田子ども会 ふくたこどもかい

みよし市 あみだ堂子ども会 あみだどうこどもかい

あま市 さつき子ども会 さつきこどもかい

長久手市 わかば子ども会 わかばこどもかい



市区町村名 受賞者名 ふりがな

蟹江町 才勝Ａ子ども会 さいかちえーこどもかい

蟹江町 才勝Ｂ子ども会 さいかちびーこどもかい

蟹江町 錦子ども会 にしきこどもかい

蟹江町 平安子ども会 へいあんこどもかい

蟹江町 新町子ども会 しんまちこどもかい

□中日新聞社表彰状受賞者：優良子ども会（２団体）

市区町村名 受賞者名 ふりがな

名古屋市東区 松山町子ども会 まつやまちょうこどもかい

北名古屋市 十二社子ども会 じゅうにそこどもかい


