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昨年一月より、一年間を通じ、
多くの市民の皆様のご参加、ご協
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力をいただきながら、これまで歩
んできた道をふり返るとともに、
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ました。この節目に、市民の皆様が、
まちに対する誇りや愛着を実感し
ていただき、今後も、「ずっと住み

●音声版「声の広報」は市ウェブサイト
からダウンロードできます。
●今月の表紙
先月号の表紙に引き続いて、市制施
行６０周年事業の『みんなでカウントダ
ウン』にご提供いただいた画像を使わ
せていただきました。家族や友達、夫婦
など、仲むつまじい写真が最高の笑顔
で並んでいます。その写真の中には、米
大リーガー、
プロ野球選手、直木賞作家、
安室さんと７年間をともにしたダンサー、
そしてボクシング界のチャンピオン夫婦
にもご参加いただきました。
ありがとうございます。
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を、輝かしく迎えられますよう、
決意を新たに、さらに邁進してま
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羽曳野市
市章は
“羽”
の文字を抽象的に図案化し、
シンプル
に表現したもの。
鳥のはばたきのような市の雄飛と
発展性を示しています。

面積…26.45k㎡
人口…111,955人（前月比 ＋10）
男… 53,305人
女… 58,650人
世帯… 49,976
（平成30年12月31日現在）
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コンサートの最後は、一流オル
ガニストとトップダンサーがコ
ラボするトッカータとフーガ二短調。暗闇で舞う黒と赤のドレス
に重厚感を持つ強烈な旋律が絶妙に重なり合いました。舞台の演

出を務めた廣岡祐
美子さんは『今ま
での中でいちばん
難しい作品でした
が、最高の傑作に
仕上がりました。
』
と話されました。

代表 廣岡祐美子

特別講演会
雅楽は一千数百年前から現在に至っても、奏法や音
色がまったく変化せず神事などに奉納されてきました。
同じように壮大な古墳もずっとこの地で佇んでいます。
古市古墳群は羽曳野では見慣れた風景かも知れませ
んが、世界でも類を見ないもの。もっともっと、強く
プライドを持っていいと思います。
東京で暮らしている僕が
羽曳野のことをこれからも
見守っていこうと思うこと
ができました。

平成 31 年 1 月 12 日

東儀 秀樹

記念式典

▲ 国歌斉唱
畑田弘美さん

平成 31 年 1 月 12 日

LIC はびきの

国歌斉唱
市歌斉唱
市民憲章朗読
市長式辞
市議会議長挨拶
市制施行 60 周年感謝状贈呈
市民表彰
教育委員会表彰
来賓祝辞及び紹介
受賞者代表謝辞

▲ 雅楽師 東儀 秀樹 さん
昭和 34 年、奈良時代から今日まで
雅楽を世襲してきた楽家である東儀
家に生まれる。各国の世界遺産をス
テージにコンサートを開催。
▲ 総合司会
原田年晴さん

（ラジオ大阪アナウンサー）

新年互礼会
羽曳野市商工会
羽曳野ライオンズクラブ
羽曳野ロータリークラブ

▲ 市歌斉唱
羽曳野少年少女合唱団さん

▲ 市民憲章朗読

はびきの埴生学園の児童、生徒さん
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市政の発展や福祉の増進、文化の向上、地域奉仕、都市緑化の推進などに
尽力された 58 人と 1 団体が市民表彰を、教育や文化・スポーツ活動に尽力
された 10 人が教育委員会表彰を受けられました。また、市制施行 60 周年
を記念し感謝状を 169 団体へ贈呈しました。

－ 有功者表 彰 －

＜体育協会役員＞

＜消防団副団長＞

花川 勇
中野 武
－ 自治功労 者 表 彰 －
＜教育委員＞

和彦

小山
津村

正幸
勝俊

髙岡

尼丁

正寄

北辻

幾身

北辻
杉本

潤二
貴洋

新熊
葉山

一起
雅祥

泉

英子

畑田

庸雄

菖池

宏子

與儀

雅智

石幸
服部

巳代子
君枝

和島

英昭

上田

憲司

上田

昌利

上間

慶子

＜人権擁護委員＞
＜消防団員＞

勝治

＜明るい選挙推進協議会委員＞
＜水利組合連絡協議会役員＞
＜民生委員児童委員＞

松原

＜保護司＞

金銅

宏親

梅林
清水

貞夫
弘一

嶋田

芝池
宮本

さち子
絹代

芝池

＜スポーツ少年団役員＞

谷村
堀口

＜スポーツ推進委員＞

＜市民自主運営教室講師＞

角田 了翠
比嘉
山本 左知子
－善行者表彰－
＜人命救助＞

秀子

憲子
信子

＜羽曳野市戦没者遺族会役員＞
＜学校薬剤師＞
＜園歯科医＞

涼子

啓子

阿部
新田

展秀
雄二

新垣

石井
玉手
藤原

精子
俊一
弘行

上川 武
中島 圭子
横道 健児

＜地域役員＞

健祐

上野 淳夫
木原 正
塩谷 真由美 新熊 貞治
髙橋 保夫
辻
安弘
長久 皓士
羽渕 安司
林
冨榮
藤田 勝信
森口 好美
山岡 繁夫
－善行団体表彰－
＜篤行・信望・模範＞

＜羽曳野市こども夢プラン推進委員＞

戸田

繁幸

＜篤行・信望・模範＞

＜羽曳野市母子福祉会役員＞
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徹

＜スポーツ少年団指導者＞

内本

＜区長＞

大谷

有一
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新極真会南大阪支部

＜クラブ活動優良者＞
第 67 回近畿中学校総合体育大会出場
（水泳 女子 200 ｍ背泳ぎ）

東海

友理子

第 67 回近畿中学校総合体育大会出場
（水泳 男子 400 ｍ個人メドレー）

野田

和成

平成 30 年度全国中学校体育大会出場
第 67 回近畿中学校総合体育大会出場
（卓球 女子個人）

岡部

江里加

第 66 回近畿中学校総合体育大会出場
（駅伝 女子の部）

栗原 史歩
中原 優梨子
長尾 和佳
田中 彩貴

清玄寺 菜生
河本 優希
水本 佳菜

（敬称略・順不同）

市制施行 60 周年記念感謝状
○飛鳥川じゃこ取りネットワーク
○飛鳥ワイン株式会社
○一般社団法人 Win-Win
○一般社団法人 羽曳野・藤井寺交通安全協会
○一般社団法人 羽曳野市医師会
○一般社団法人 羽曳野市歯科医師会
○一般社団法人 羽曳野青年会議所
○恵我之荘校区青少年健全育成連絡協議会
○恵我之荘校区福祉委員会
○ＭＯＡ美術館 ＭＯＡ山月光輪花
○大阪ガス株式会社南部地区
○大阪菊花会
○大阪南農業協同組合
○大阪南農業協同組合女性会羽曳野支部
○おはなしボランティアグループ「はびきの」
○柏羽藤火災予防協会
○株式会社セレッソ大阪
○株式会社河内ワイン
○株式会社フラワー
○関西電力株式会社 大阪支社
○関西日墺協会
○カンナ共同保育所
○近畿日本鉄道株式会社 古市駅
○Ｋコーポレーション株式会社ドルチェピアット
○公益社団法人 大阪府柔道整復師会羽曳野支部
○公益社団法人 羽曳野市シルバー人材センター
○公立大学法人 大阪府立大学
○駒ヶ谷校区青少年健全育成連絡協議会
○駒ヶ谷校区福祉委員会
○誉田保育園
○阪本織布株式会社ぶどうの家
○四天王寺大学
○社会福祉法人 郡戸福祉会 郡戸保育園
○社会福祉法人 坂門ヶ原保育園
○社会福祉法人 四天王寺福祉事業団 四天王寺悲田院
児童発達支援センター
○社会福祉法人 四天王寺福祉事業団 四天王寺悲田院保育園
○社会福祉法人 高屋福祉会 高屋保育学園
○社会福祉法人 羽曳野市社会福祉協議会
○社会福祉法人 羽曳野市社会福祉協議会 あおぞら保育園
○社会福祉法人 羽曳野市社会福祉協議会 ベビーハウス社協
○社会福祉法人 ひまわり園
○正覚寺フットボールクラブ
○高鷲駅前を育む会
○高鷲北校区福祉委員会
○高鷲北小学校区青少年健全育成連絡協議会
○高鷲校区青少年健全育成連絡協議会
○高鷲校区福祉委員会
○高鷲保育園
○高鷲南校区青少年健全育成連絡協議会
○高鷲南校区福祉委員会
○丹比校区青少年健全育成連絡協議会
○丹比校区福祉委員会
○特定非営利活動法人 子育てサポートくるみ
○特定非営利活動法人 サポートネットワークぬくもり
○特定非営利活動法人 シニア自然大学校
○仲村わいん工房

○西浦校区青少年健全育成連絡協議会
○西浦校区福祉委員会
○西浦東校区青少年健全育成連絡協議会
○西浦東校区福祉委員会
○白鳥校区青少年健全育成連絡協議会
○白鳥校区福祉委員会
○埴生校区青少年健全育成連絡協議会
○埴生校区福祉委員会
○埴生南校区青少年健全育成連絡協議会
○埴生南校区福祉委員会
○羽曳が丘校区福祉委員会
○羽曳が丘青少年健全育成連絡協議会
○羽曳野・藤井寺地区保護司会
○羽曳野警察署管内防犯協議会
○羽曳野国際交流ボランティアサークルみやび
○羽曳野市・男の腕まくりＯＢ会
○羽曳野市明るい選挙推進協議会
○羽曳野市ウエイトリフティング連盟
○羽曳野市エイフボランタリーネットワーク
○羽曳野市介護者家族の会
○羽曳野市介護保険事業者連絡協議会
○羽曳野市合唱連盟
○羽曳野市空手道連盟
○羽曳野市環境衛生事業協同組合
○羽曳野市観光協会
○羽曳野市管工事業協同組合
○羽曳野市企業人権連絡会
○羽曳野市勤労者協議会
○羽曳野市勤労者互助会
○羽曳野市グラウンド・ゴルフ協会
○羽曳野市ゲートボール協会
○羽曳野市剣道連盟
○羽曳野市更生保護女性会
○羽曳野市こども会育成連絡協議会
○羽曳野市子ども文庫連絡会
○羽曳野市子ども文庫連絡会・おはなしの森
○羽曳野市雇用開発協会
○羽曳野市サッカースポーツ少年団
○羽曳野市サッカー連盟
○羽曳野市柔道連盟
○羽曳野市商工会
○羽曳野市商工会女性部
○羽曳野市商工会青年部
○羽曳野市商工会壮年部
○羽曳野市少年軟式野球連盟
○羽曳野市消費者団体連絡協議会
○羽曳野市消防団
○羽曳野市食生活改善推進協議会
○羽曳野市人権啓発推進協議会
○羽曳野市身体障害者福祉協議会
○羽曳野市スポーツ少年団
○羽曳野市スポーツ推進委員協議会
○羽曳野市青少年健全育成推進協議会
○羽曳野市青少年指導員連絡協議会
○羽曳野市赤十字奉仕団
○羽曳野市戦没者遺族会
○羽曳野市ソフトテニス連盟

○羽曳野市ソフトボール連盟
○羽曳野市体育協会
○羽曳野市体操連盟
○羽曳野市卓球連盟
○羽曳野市地域人権協議会
○羽曳野市中学校体育連盟
○羽曳野市テニス連盟
○羽曳野市軟式野球連盟
○羽曳野市バスケットボール連盟
○羽曳野市バドミントン連盟
○羽曳野市バレーボール連盟
○羽曳野市 PTA 連絡協議会
○羽曳野市福祉施設連絡会
○羽曳野市婦人団体協議会
○羽曳野市婦人防火クラブ
○羽曳野市文化連盟
○羽曳野市母子福祉会
○羽曳野市ボランティア連絡会
○羽曳野市緑の少年団
○羽曳野市みどりの推進協議会
○羽曳野市民生委員児童委員協議会
○羽曳野市薬剤師会
○羽曳野写真連盟
○羽曳野市陸上連盟
○羽曳野市立高年生きがいサロン 2 号館運営協議会
○羽曳野市立高年生きがいサロン 3 号館運営協議会
○羽曳野市立高年生きがいサロン 5 号館運営協議会
○羽曳野市立高年生きがいサロン 6 号館運営協議会
○羽曳野市連合区長会
○羽曳野市老人クラブ連合会
○はびきの鍼灸マッサージ師協会
○はびきの生活学校
○羽曳野太鼓「翔」
○羽曳野点訳サークルひまわり
○羽曳野野々上河内音頭同好会
○羽曳野美術協会
○羽曳野ボーイズ
○羽曳野まち歩きガイドの会
○羽曳野ライオンズクラブ
○羽曳野ロータリークラブ
○阪南大学
○ HIRO DANCE COMPANY
○古市校区青少年健全育成連絡協議会
○古市校区福祉委員会
○古市地区花いっぱい活動の会
○古市南校区青少年健全育成連絡協議会
○古市南校区福祉委員会
○みどり製菓株式会社
○南大阪食肉卸商業協同組合
○ MAISON INCO
○陽気保育園
○陸上自衛隊第 37 普通科連隊
○陵南の森公民館グループ連絡協議会
○陵南の森老人福祉センタークラブ連絡協議会
○朗読ボランティアグループ「はびきの」
○和菓子工房 あん庵
（敬称略・名前順）
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