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魚食普及貢献者感謝状贈呈者名簿 

 

平成元年度   溝口 敦 （６９才） 溝口技術士事務所 

        渡部淑己 （４５才） 愛媛県水産局漁政課 

        松田勝成 （３８才） 香川県漁業協同組合連合会 

 

平成２年度   竹川弘子 （５５才） 静岡地区おさかな普及協議会 

        守屋美郁子（４６才） 千葉県魚食普及会 

        三上太一 （５５才） 株式会社 極 洋 

        太田久治郎（６９才） 岡山県おさかな普及協会 

 

平成３年度   岩瀬一雄 （６９才） 富山県魚食普及協議会 

        広瀬海心 （６９才） 山口県魚食普及協議会 

        百済一夫 （６９才） 大阪おさかな普及協議会 

        藤巻紀一 （６６才） 山梨県水産物商業協同組合 

 

平成４年度   小野サチ子（４３才） 大分県漁業協同組合連合会 

        山内貞子 （５５才） 全国漁業協同組合連合会 

        河野郁夫 （５７才） 福島水産物商業協同組合 

 

平成５年度   宇山芳江 （５７才） 千倉水産加工開発協同組合 

        岡田三雄 （７１才） 長野県水産物商業協同組合 

        高木雄次郎（５８才） 福島県漁業協同組合連合会 

 

平成６年度   萩原唯司 （６０才） 岡山県おさかな普及協会 

        濱本誠一 （５７才） 石川県水産振興事業団 

        檜田弘明 （５２才） 東京魚商業協同組合 

 

平成７年    國崎直道 （５２才） 女子栄養短期大学 

        坂本育子 （４６才） 高知県漁業協同組合連合会 

        浜口正浩 （５７才） 中部水産株式会社 
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平成８年度   鈴木平光 （４７才） 農林水産省 食品総合研究所 

        佐藤勝司 （６１才） 丸水秋田中央水産株式会社 

        山口宜由紀（５２才） 山形県水産物商業協同組合連合会 

        菅原邦昭 （４４才） 仙台市中央卸売市場水産物卸協同組合 

        吉田彰宏 （３９才） 茨城県漁業協同組合連合会 

 

平成９年度   花田さとる（５７才） 株式会社福岡魚市場 

        山火正己 （６５才） 盛岡水産物商業協同組合 

        池澤啓輔 （５５才） 高知中央市場鮮魚買受人協同組合 

        平尾敬義 （３６才） 静岡県漁業協同組合連合会 

 

平成１０年度  松村利幸 （６０才） 鳥取鮮魚仲買人組合 

        荒岸房雄 （５８才） 丸水札幌中央水産株式会社 

        西尾英高 （３４才） 和歌山県漁業協同組合連合会 

 

平成１１年度  石田 洵 （６７才） 東都水産株式会社 

        西山眞平 （６７才） 大阪市水産物卸協同組合 

        飯塚信雄 （６０才） 都志見病院 

        中川 隆 （５１才） 釧路魚商業協同組合 

 

平成１２年度  川上 清 （７０才） 丹那漁業協同組合 

        塩手和幸 （５８才） 全国水産物商業協同組合連合会 

        片山 斉 （５６才） 横浜丸魚株式会社 

 

平成１３年度  大森 輝 （７５才） 盛岡短期大学 

        福島輝男 （７３才） 全国水産物卸組合連合会 

        辻本忠雄 （７３才） 大阪水産物卸売業者協会 

 

平成１４年度  鈴木正男 （８０才） 全国水産物商業協同組合連合会 

        徳永博義 （５７才） 神港魚類株式会社 

        塚本 亨 （４８才） 東京都漁業協同組合連合会 
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平成１５年度  田口道子 （６５才） 料理研究家 

        西 龍ニ （６３才） 広島魚市場株式会社 

        植木 彰 （５６才） 自治医科大学附属大宮医療センター 

        金沢おさかな普及協会 

 

平成１６年度  田中良二 （５１才） JF富山県漁業協同組合連合会 

        仙台おさかな普及協会 

 

平成１７年度  宮内一郎 （７２才） 東京魚市場卸協同組合 

        平田 彰 （７１才） 函館水産物商業協同組合 

        白井 康晴（６１才） 静岡魚市株式会社 

        渡辺 浩明（４４才） 福島県漁業協同組合連合会 

 

平成１８年度  大西 角重（７２才） 神戸水産物卸協同組合 

        高木 嘉男（６２才） 大京魚類株式会社 

        北島恵津子（５７才） 福井県漁協女性部連合協議会 

        全国おさかな普及講師会 

 

平成１９年度  松本 富雄（６９才） 東京魚商業協同組合 

        木本 慧 （６４才） 大阪市水産物卸協同組合 

        金子 卓也（６４才） 佐世保魚市場株式会社 

        小野 秀悦（５６才） 宮城県漁業協同組合 

        金山 守 （５５才） 富山県水産物商業協同組合連合会 

 

平成２０年度  大川 吉雄（６４才） 広島魚商業協同組合 

        愛媛大学「ぎょしょく教育」研究推進プロジェクトチーム 

 

平成２１年度  鳥海貞三郎（８２才） 横浜市水産物協同組合/神奈川県水産物商

業協同組合連合会 

        八木 密夫（７５才） 京都全魚類卸協同組合 

        宮原 直久（５９才） 三重県水産物消費拡大推進協議会 

        神谷 友成（５２才） 中部水産株式会社 

 

平成２２年度  伊藤 正博（６０才） 仙台水産物商業協同組合 

        廣澤 一浩（４５才） 株式会社仙台水産 

        森田 力 （５４才） 大阪市水産物卸協同組合 
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        細川 慶子（６９才） 青森県平内町漁業協同組合女性部長 

 

平成２３年度  本間 淳一（４９才） 東京魚市場卸協同組合理事 

茅野 誠治（５２才） 東都水産株式会社 

古家 勝實（６８才） 大阪市水産物商業協同組合 

愛媛県愛南町ぎょしょく普及推進協議会 

 

平成２４年度  本田
ほ ん だ

 敬一
けいいち

（６３才） 札幌市中央卸売市場水産協議会 

                   魚食普及委員会委員長 

        小山
こ や ま

 智資
さ と し

（６３才） 神戸水産物卸協同組合専務理事 

        森田
も り た

 釣
つり

竿
ざお

            千葉県浦安魚市場協同組合 

（暢
のぶ

茂
しげ

）（３８才） 鮮魚販売店「泉銀」店主 

平成２５年度   渡邊 一雄（６６才） 東京魚商業協同組合常任理事 

        土屋  豊（６１才） 株式会社うおいち市場営業本部 

                   販促営業広報課 

        渡邊 正太郎（５８才）米水津水産加工組合代表理事組合長 

        中村 豊治郎（５４才）京都全魚類卸協同組合総務部長 

 

以上、贈呈数８８件（内５件は団体） 
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