
番号 氏名 委嘱日 肩書等

1 宮田　若奈 平成25年4月2日 チンドン屋「花ふぶき一座」座長

2 管　尹莉　　 平成25年4月4日 国際交流員　（中国）

3 藤原　修 平成25年7月23日 陸上自衛隊第43普通科連隊長

4 ロバート・ブライアン・ワーシック 平成25年7月24日 都城市教育委員会ALT　（アメリカ）

5 井之上　隆志 平成25年7月27日 都城市出身俳優

6 クリストファー・クイル・アンダーソン 平成25年8月1日 国際交流員　（アメリカ）

7 山崎　十三 平成25年9月21日 「釣りバカ日誌」原作者

8 温水　洋一 平成25年10月14日 都城市出身俳優

9 松田　斗志彦 平成26年3月25日 市政記者クラブ　ＭＲＴ

10 木場　志郎 平成26年3月25日 市政記者クラブ　南日本新聞社

11 西脇　寛 平成26年3月25日 市政記者クラブ　宮崎日日新聞社

12 赤塚　盟 平成26年3月25日 市政記者クラブ　宮崎日日新聞社

13 王　新 平成26年4月8日 国際交流員　（中国）

14 日置　純彦（チキン南蛮カレー王子） 平成26年5月16日 カレーショップ「カレー倶楽部ルウ」店主

15 バヤンバト・ムンフバヤル 平成26年7月24日 国際交流員　（モンゴル）

16 建畠　一勇 平成26年7月28日 市政記者クラブ  日本放送協会（NHK）

17 井土川  一友 平成26年7月31日 陸上自衛隊第43普通科連隊長

18 ダンカイ・フォイ 平成26年8月1日 国際交流員  （カナダ）

19 松元 裕之 平成26年9月26日 都城出身映画監督

20 永瀬　正敏 平成26年11月3日 俳優・写真家

21 中村　ヒロキ 平成27年1月18日 歌手

22 小田 孔明 平成27年2月24日 プロゴルファー

23 小川　祐司 平成27年3月25日 市政記者クラブ  宮崎日日新聞社

24 朱    嫣 (シュ エン) 平成27年3月31日 国際交流員  （中国)

25 大田　明奈 平成27年4月29日 タレント (芸名:青島明奈) 

26 デレック・ライト 平成27年7月24日 都城市教育委員会ALT　（アメリカ）

27 ネイスン・ケンプ 平成27年7月24日 都城市教育委員会ALT　（アメリカ）

28 アレックス・ベガ・バーンズ 平成27年7月24日 都城市教育委員会ALT　（アメリカ）

29 床波 昌雄 平成27年7月24日 市政記者クラブ  西日本新聞社

30 ゾリグト・デルゲルマー 平成27年8月4日 国際交流員  (モンゴル)

31 阪東 峻一 平成27年8月24日 市政記者クラブ  読売新聞西部本社

32 猫ひろし 平成27年10月1日 お笑い芸人

33 平田 泰三・澄子 平成28年2月26日 旅人

34 上原　敏郎 平成28年3月18日 歌手

35 徐 星 平成28年4月6日 国際交流員  (中国)

36 坂元　昭二 平成28年4月15日 ギタリスト

37 相良  照代(キャサリン) 平成28年4月24日 2015キラキラ女性講演会グランプリ受賞

38 ダリン・ハミルトン 平成28年7月22日 国際交流員  (オーストラリア)

39 トシユキ・アオチ 平成28年7月25日 都城市教育委員会ALT　（アメリカ）

40 宮川 友理子 平成28年7月25日 市政記者クラブ  日本放送協会（NHK）

41 服部 克久 平成28年10月23日 作・編曲家 都城市総合文化ホール終身名誉館長

42 安田 百年 平成28年11月30日 陸上自衛隊第43普通科連隊長

43 古越 万紀人 平成29年3月21日 陸上自衛隊第43普通科副連隊長

44 新井 克美 平成29年3月21日 都城市代表監査委員

45 松本 茂 平成29年3月24日 テレビ宮崎 報道局 報道部

46 野村 真子 平成29年3月24日 南日本新聞社 記者

47 橋本 恭輔 平成29年3月24日 宮崎日日新聞社 報道部

48 中西 透 平成29年3月24日 宮崎日日新聞社 報道部
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49 張　穎（チョウ エイ） 平成29年4月6日 国際交流員(中国)

50 JARNZΩ 平成29年6月2日 アカペラグループ

51 星野　にぁ 平成29年6月30日 アイドル

52 東　舞華 平成29年11月6日 ガールズユニットＳＰＹ

53 藤吉　久美子 平成29年11月24日 女優

54 柳　裕也 平成29年12月27日 プロ野球選手

55 桑原　裕史 平成30年3月20日 工学博士　都城高専校長

56 鳥越　眞也 平成30年3月20日 宮崎日日新聞社 編集委員室

57 寺師　祥一 平成30年3月20日 朝日新聞社

58 源島　いくみ 平成30年3月20日 ＭＲＴ宮崎放送　報道部

59 ＤＪ　ＰＯＣＫＹ 平成30年3月21日 ラジオＤＪ

60 曽原　三友紀 平成30年3月29日 映画監督

61 許　錦 平成30年4月6日 国際交流員(中国)

62 大浦　タケシ 平成30年5月8日 フォトグラファー

63 猿渡　連太郎 平成30年7月10日 市政記者クラブ  日本放送協会（NHK）

64 フランク・ミャオ 平成30年7月18日 都城市教育委員会ALT　（オーストラリア）

65 コーリー・モートン 平成30年7月18日 都城市教育委員会ALT　（オーストラリア）

66 小池　光一 平成30年7月24日 宮崎銀行代表取締役会長

67 上原　雄三 平成30年7月28日 料理人

68 廣田　耕士朗 平成31年3月19日 陸上自衛隊第43普通科連隊長

69 重春　次男 令和1年9月25日 市政記者クラブ　毎日新聞社

70 戸郷  翔征 令和1年12月9日 プロ野球選手

71 谷澤　直美 令和1年12月26日 フリーアナウンサー/ラジオパーソナリティ

72 Land Cell. 令和2年2月23日 歌手(NAOKI、YOCCHAN↑)

73 渕上　耕明 令和2年3月24日 記者クラブ 宮日

74 畦地　文雄 令和2年3月24日 記者クラブ 南日本

75 野村　有未 令和2年3月24日 記者クラブ 宮日

76 押川　竜一郎 令和2年7月10日 記者クラブ ＵＭＫ

77 ステレオテニス 令和2年7月17日 グラフィックアーティスト・デザイナー

78 牧野　慎太朗 令和2年8月30日 市政記者クラブ　NHK

79 宮永 昭博 令和3年3月25日 宮崎日日新聞社 読者局販売部

80 松井 嚴一郎 令和3年11月19日 NHK宮崎放送局　放送部

81 森 遼大朗 令和3年12月28日 プロ野球選手

82 蕨野 友也 令和4年1月25日 俳優

83 中尾　圭 令和4年3月17日 陸上自衛隊第43普通科連隊長

84 小園　雅寛 令和4年3月23日 記者クラブ　読売

85 神谷　祐司 令和4年3月23日 記者クラブ　朝日

86 福留　順一 令和4年4月18日 歌手兼作曲家

87 横山　翔太 令和4年7月4日 記者クラブ

88 石原　聖規 令和4年7月4日 記者クラブ

89 ルイメド・ソヨルマー 令和4年7月26日 国際交流員(モンゴル)

90 小早川　真由 令和5年1月6日 俳優

91 東園　妃佳里 令和5年2月6日 客室乗務員


