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令和４年 玖珠町消防団　
出初式　◇永年勤続功労者表彰

令和４年玖珠町消防団出初式が、１月９日に玖珠川
河川敷で開催されました。

今年の出初式は、コロナウィルス感染症拡大防止の
観点から、開催規模を縮小しての開催となりました。　

繁田団長以下320人が、町民の安心・安全な生活を
守るため、機械器具点検・放水点検などの消防装備点
検をはじめ、分列行進・車両行進などを行いました。

表彰式では宿利町長から、長年消防団活動にご尽力
いただいている団員に対し、永年勤続功労章が授与さ
れました。また県知事表彰をはじめとした各表彰も授
与されています。

区分 現階級 氏名 所属
35年 団員 堤　　健一 第64部
30年 団員 繁田　吉孝 第31部

25年

副分団長 矢野　　徹 本部
指導員副会長 梅木　良介 指導員会

団員 畑山　靖明 第12部
班長 工藤　光広 第13部
班長 濱田　　直 第15部
団員 山本恵一郎 第15部
部長 髙口　栄一 第21部
団員 繁田　幸伸 第31部
団員 嶋田　典生 第35部
班長 梅木喜一朗 第42部
団員 渡邉　福寿 第42部
団員 佐藤　孝雄 第54部
団員 畑中　　力 第61部
班長 平井　正和 第62部
部長 梶原　友和 第63部
部長 井村　剛秀 第64部
班長 梶原　武志 第73部
団員 田中　仁一 第73部

20年 班長 髙田　伸吾 第12部
班長 川野　　武 第12部

玖珠町長表彰
◆永年勤続功労者表彰

区分 現階級 氏名 所属

20年

団員 吉住　裕司 第13部
部長 小野　拓朗 第14部
団員 衞藤　康市 第21部
班長 小野　　太 第31部
団員 川邉　泰範 第31部
班長 梶原　清伸 第34部
班長 梅木　泰一 第41部
団員 穴本　琢馬 第51部
部長 井上　貴敏 第71部

15年

指導員 石井　政文 指導員会
班長 渡邉　俊弘 第11部
班長 原田　高志 第11部
団員 工藤　光敏 第13部
班長 江藤　良一 第21部
班長 帆足慎太郎 第25部
班長 見良津豊海 第25部
団員 麻生　　靖 第33部
団員 藤原　幸久 第34部
部長 河野　康仁 第42部
団員 梅木　修一 第42部
部長 秋好　恭太 第52部
班長 梅木　亮治 第61部

左上へ
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◆永年勤続退団者

◆大分県知事表彰

◆消防庁長官表彰（令和３年３月19日）

◆日本消防協会長表彰

◆大分県消防協会長表彰

区部 氏名 現階級
(最高階級) 所属 勤続年数

25年
以上

渡邉　清文 団員（班長） 第42部 40年3月

梶原　正純 指導員会長
（分団長） 指導員会 38年3月

幸野　増己 団員（部長） 第62部 35年3月

小川　　直 団員（部長） 第62部 33年3月

佐藤　宏宣 団員（部長） 第13部 30年

本松　　覚 団員（部長） 第63部 27年3月

衞藤　忠男 団員（部長） 第54部 26年3月

梅木　福丸 班長 第41部 25年3月

瀬戸　和也 団員（部長） 第55部 25年3月

井上　順一 団員（部長） 第61部 25年3月

15年
以上

松山　徳行 班長 第23部 19年

神尾　哲也 団員（部長） 第52部 16年

表彰名 現階級 氏名 所属
永年勤続功労章 分団長 加藤　　肇 本部

表彰名 現階級 氏名 所属
永年勤続功労章 副団長 松岡　祐二 本部

表彰名 現階級 氏名 所属
功績章 梶原　正純 指導員会

勤続章

分団長 小幡　博文 本部
副分団長 有吉英一郎 本部

団員 静里　弘徳 第11部
団員 衛藤　　強 第13部

県知事・県消防協会表彰

表彰名 現階級 区分 所属

35 年以上

副団長 足　健夫 本部
会長 穴井　義己 指導員会
団員 繁田　信吉 第 31 部
団員 髙田　久人 第 23 部

30 年以上

分団長 小幡　博文 本部
団員 本田　　彰 第 11 部
団員 静里　弘徳 第 11 部
団員 衛藤　　強 第 13 部
団員 穴井　太吉 第 16 部
団員 渡邉　重範 第 42 部
団員 平岡　和年 第 71 部問 基地・防災対策課  ☎（72）1891

表彰名 現階級 区分 所属

25 年以上

指導員 日隈　康孝 指導員会
班長 工藤　尚之 第 13 部
団員 松尾　博之 第 14 部
部長 田坂　裕之 第 15 部
班長 後藤　将典 第 15 部
団員 小野　敏彦 第 15 部
部長 髙口　栄一 第 21 部
団員 足　智志 第 21 部
団員 繁田　富男 第 31 部
団員 川邊　真八 第 31 部
団員 髙倉　良裕 第 32 部
部長 日隈　靖則 第 33 部
部長 安達　　太 第 34 部
団員 森　　宗一 第 34 部
団員 穴井　克美 第 41 部
団員 上野　拓志 第 63 部
団員 横山　芳嗣 第 64 部

20 年以上

団員 清藤　　誠 第 11 部
部長 麻生　和一 第 12 部
団員 太田　博則 第 13 部
団員 合谷　章宏 第 13 部
団員 吉住　裕司 第 13 部
班長 吉田　栄治 第 15 部
団員 藤原　史幸 第 15 部
団員 幸田　昌孝 第 15 部
班長 衞藤　伸仁 第 23 部
部長 佐藤　英明 第 24 部
団員 穴井　良治 第 24 部
班長 梶原　　琢 第 25 部
部長 小川　貴彦 第 31 部
部長 和田　義高 第 32 部
班長 梅木　高広 第 33 部
班長 梅木　孝行 第 41 部
班長 梅木　泰一 第 41 部
部長 阿部　秀則 第 51 部
班長 秋好　貴喜 第 51 部
団員 谷　　和之 第 52 部
部長 梶原　友道 第 53 部
班長 瀧石　優次 第 53 部
班長 髙倉　大助 第 54 部
団員 矢野　章憲 第 55 部
部長 魚返　一幸 第 56 部
班長 魚返　通人 第 56 部
班長 齋藤　進一 第 56 部
部長 瀧石　雅一 第 61 部
班長 本田孝太郎 第 71 部

※敬称略、順不同

左上へ


