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名古屋キワニスクラブ「社会公益賞」（敬称略） 
NO. 贈呈式 受  賞  団  体 

第１回 1968. 1. 5 名古屋公衆医学研究所  所長 加藤 勝也  

第２回 1970.11.27 （社）あさみどりの会  理事長 伊藤 方文  

第３回 1971.11.26 愛知県立名古屋聾学校  校長補佐 宮本 實  

第４回 1972.12. 8 名古屋掖済会付属埠頭診療所  所長 市川 孟  

第５回 1973.12. 7 労働福祉事業団労災義肢センター  研究員嘱託 林 勝太郎  

第６回 1974.12. 6 元･名古屋大学解剖学教室  技官 多畑 利平 

第７回 1975.12. 5 「ライトハウス」あけの星声の図書館  朗読録音奉仕員 藤井 美津枝 

第８回 1976. 1.21 翠ボランティアグループ  代表 近藤 ひさ子 

第９回 1978. 4.28 
「ライトハウス」あけの星声の図書館  点訳奉仕員 橋本 昌子 

守山老人給食ボランティアグループ  代表 三谷 節子  

第１０回 1979. 4.27 
名古屋手話サークル「くすの会」  代表 土屋 信男 

主婦ボランティアグループ「のぞみの会」  代表 猪村 礼子 

第１１回 1980. 4.25 豊田婦人ボランティアグループ  代表 豊田 寿子 

第１２回 1981. 4.17 車いすセンター  代表 山田 昭義 

第１３回 1982. 4.23 緑泉会青年の家  指導者 西尾 長治 

第１４回 1983. 5.13 
名古屋学生ボランティアサークル  代表 森川 英之 

夢工房  代表 荒井 一也 

第１５回 1984. 4.27 
愛知県重症心身障害児を守る会「ジュリアン」  代表 西尾 新二 

要約筆記グループ「ＯＨＰあいち」  代表 加藤 裕史 

第１６回 1985. 4.26 厚生院ボランティアグループ「くすの会」  代表 長沼 てる子 

第１７回 1986. 4.25 
障害者リハビリボランティアグループ「たねの会」  代表 原 和美 

社会奉仕団体鉄道少年団半田支部  代表 宮原 宣義 

第１８回 1987. 4.24 コジマ国際育英協会  主事 小島 千鶴子 

第１９回 1988. 4.22 在宅老人ケア・ボランティアグループ「さつきの会」 代表 浅野 久美子 

第２０回 1989. 5.19 在宅老人ケア・ボランティアグループ「ぶどうの会」 代表 牛田 敏子 

第２１回 1990. 4.20 アジア保健研修所  代表 中村 道太郎 

第２２回 1991. 4.26 ＯＨＰ要約筆記等研究連絡会「まごのて」  代表 下出 隆史 

第２３回 1992. 4.24 （財）服部開会留学生育英会  代表 服部 鋹雄 

第２４回 1993. 4.23 ＥＹＥ・マーク音声訳推進協議会  事務局長 磯野 正典 

第２５回 1994. 4.22 Ｃ.Ａ.Ｎ. ＨＥＬＰ Ｔｈａｉｌａｎｄ  会長 ハリー・レイ 

第２６回 1995. 4.14 消費生活グループ「双葉」  代表 山川 幹子 

第２７回 1996. 4.14 世界寺子屋運動書き損じはがき回収キャンペーンボランティアグループ 

第２８回 1997. 4.11 子どもの虐待防止ネットワーク・あいち（ＣＡＰＮＡ） 代表 祖父江 文宏 

第２９回 1998. 4.17 （社）呆け老人をかかえる家族の会・愛知県支部  代表 尾之内 直美 

第３０回 1999. 4.23 日本口唇口蓋裂協会 河合 幹 

第３１回 2000. 4.21 重度障害者の地域生活を支える会橅の家  代表 中井 香代子 

第３２回 2001. 4.27 アジア法政情報交流センター センター長 佐々木 雄太 

第３３回 2002. 4.26 財団法人 中部盲導犬協会  会長 神作 博 

第３４回 2003.5.9 
あいちホスピス研究会 会長 永井 照代 

岡崎ホスピスケアを考える会 会長 橋詰 清子 

第３５回 2004.5.7 
社会福祉法人 養楽福祉会「養和荘」 荘長 小原 伸二 

長寿社会文化協会（ＷＡＣ）中部ネットワークセンター 代表 岡山 弘子 

第３６回 2005.5.13 
ＮＰＯ法人 チャイルドラインあいち 代表理事 山口真人 山口 君子 

財団法人 愛知県母子寡婦福祉連合会 理事長 岡田 弘子 

第３７回 2006.5.12 特定非営利活動法人 子どもの虐待防止ネットワークあいち 理事長 岩城 正光 

第３８回 2007.6.22 
財団法人交通道徳協会 半田鉄道少年団 団長 北川 謙次郎 

特定非営利活動法人 子どもセンター｢パオ｣ 代表理事 多田 元 

第３９回 2008.6.13 愛知県立安城養護学校 校長 山本 光子 

第４０回 2009.6.19 
日本チャイルド・ライフ研究会 代表 藤井 あけみ 

社会福祉法人 日本介助犬協会 会長 橋本 久美子 

第４１回 2010.5.28 特定非営利活動法人 子ども健康フォーラム 理事長 田邊 穰 

第４２回 2011.6.10 
特定非営利活動法人 あっとわん 代表理事 河野 弓子 

特定非営利活動法人 いのちをバトンタッチする会 代表 鈴木 中人 

第４３回 2012.6.22 
特定非営利活動法人 あいち骨髄バンクを支援する会 理事長 森島 泰雄 

特定非営利活動法人 子育て支援のＮＰＯまめっこ 理事長 丸山 政子 

第４４回 2013.6.21 
特定非営利活動法人 あいち・子どもＮＰＯセンター 代表理事 小木 美代子 

特定非営利活動法人 日本口唇口蓋裂協会 理事長 川口 文夫 

第４５回 2014.6.13 
社会福祉法人昭徳会 自立援助ホーム 慈泉寮 寮長 平井 誠敏 

特定非営利活動法人 名古屋おやこセンター 理事長 竹内 洋江 

第４６回 2015.7.3 
特定非営利活動法人 なごやかサポートみらい 

社会福祉法人あさみどりの会 児童発達支援センターさわらび園 

第４７回 2016.7.29 一般社団法人 名古屋小児ガン基金 代表理事 小島 勢二 

第４８回 2017.7.28 
特定非営利活動法人 ゆずりは学園      理事長 沓名智彦 

認定特定非営利活動法人 日本脊柱変形協会 理事長 川上紀明 

第４９回 2018.7.20 公益社団法人 被害者サポートセンターあいち 会長 殿村 忠彦 

第５０回 2019.7.12 

社会福祉法人 檜の里 自閉症総合援助センター あさけ学園 理事長 山田 勉 

ＮＰＯ まなびや＠ＫＹＵＢＡＮ 代表 川口祐有子 

性暴力救援センター 日赤なごや なごみ センター長  片岡 笑美子 

第５１回 2020.8.7 
名古屋少年友の会 理事長 岡崎 守雄 

特定非営利活動法人のいちご 代表理事 石川 雅也 

第５２回 2021.7.16 
社会福祉法人 愛知いのちの電話協会 理事長 榊 直樹 

特定非営利活動法人 刈谷おもちゃ病院 理事長 三輪 恒雄 

 


