
会長動向（９月） 

日付 曜日 備 考 

1 木 

「清流の国ぎふ」文化祭２０２４企画委員会 出席 

岐阜県知事 古田 肇氏 

岐阜県美術館館長 日比野克彦氏 

岐阜県芸術文化会議会長 土屋明之氏 

(公財)岐阜県教育文化財団理事長 高木敏彦氏 他 協議 

岐阜県副知事 河合孝憲氏 面談 

2 金 
岐阜市レクリエーション協会理事・岐阜市ゆっくり空手道主宰 石居幸雄氏 面談 

3 土 
「遠藤伸子シャンソンコンサート」 鑑賞 

4 日 

「大垣ミナモソフトボールクラブ × ビックカメラ高崎」 試合観戦 

 岐阜県知事 古田 肇氏 

 太平洋工業（株）代表取締役社長 小川信也氏 

 サンメッセ（株）代表取締役会長 田中良幸氏 

 大垣市長 石田 仁氏 

 岐阜県議会議員 岩井豊太郎氏 他 応援 

大垣ミナモソフトボール試合会場・レクリエーション体験ブース激励 

5 月 

岐阜県ライフル射撃協会理事長 鷲見勝彦氏 面談 

「大垣ミナモソフトボールクラブ × 戸田中央総合病院」 試合観戦 

 日本耐酸壜工業（株）代表取締役会長 堤 俊彦氏 

 太平洋工業（株）代表取締役社長 小川信也氏 

 サンメッセ（株）代表取締役会長 田中良幸氏 

 大垣市長 石田 仁氏 他 応援 

6 火 

羽島市長杯・第 5回はしま清流グラウンド・ゴルフ大会 出席 

 羽島市長 松井 聡氏 

 岐阜県議会議員 藤本恵司氏 

 羽島市議会議長 南谷佳寛氏 

羽島市グラウンド・ゴルフ協会理事長 山田紀武氏 他 交流 

岐阜県清流の国推進部ねんりんピック推進事務局長 若山 典氏 

岐阜県清流の国推進部ねんりんピック推進事務局次長 小川修史氏 

岐阜県清流の国推進部ねんりんピック推進事務局課長補佐 伊東邦昭氏 面談 

8 木 
(社福)豊誠会副理事長 松本郁子氏 面談 

11 日 

ぎふ清流レクリエーションフェスティバル「ウォークラリー交流大会 in美濃市」出席 

 美濃市レクリエーション協会会長 岩原輝夫氏 

 関市レクリエーション協会会長 春見 隆氏 他 交流 

12 月 
元(学)安達学園理事長 故 安達元成氏 告別式参列 

 (学)安達学園理事長・瑞浪市レクリエーション協会会長 安達弘城氏 挨拶 

13 火 
ＡＤＬ対応型高齢者体操研究会岐阜県支部支部長 小原信子氏 面談 

16 金 
参議院議員 渡辺猛之事務所秘書 大東由幸氏 面談 



16 金 

ぎふ清流座 伝統芸能いろは「伝承～歌舞伎～市川右團次 父から子へ」 出席 

 岐阜県知事 古田 肇氏 

 岐阜県知事令夫人 古田千鶴子氏 

 岐阜県地歌舞伎保存振興協議会会長 小栗幸江氏 他 鑑賞 

17 土 
故 森よしゑ氏(森益基県議の母) 通夜式 参列 

18 日 

第１４回岐阜県民スポーツ大会総合開会式 

第１５回岐阜県スポーツグランプリ表彰式 出席 

 岐阜県知事代理・岐阜県清流の国推進部部長 長尾安博氏 

 美濃加茂市長 藤井浩人氏 

 岐阜県議会副議長 加藤大博氏 

 岐阜県議会企画経済委員会委員長 高殿 尚氏 

(公財)岐阜県スポーツ協会会長 田口義隆氏 他挨拶 

19 月 

ぎふ清流レクリエーションフェスティバル２０２２ 

「ミニテニス交流祭」開会式 出席 

 岐阜県レクリエーション協会顧問・衆議院議員 野田聖子氏 (筆頭秘書 宮川 遥氏) 

 岐阜ミニテニス協会顧問・岐阜県議会議員 長屋光征氏 

 岐阜ミニテニス協会会長 水野伸一氏 他 交流 

20 火 
岐阜県議会議員・海津市レクリエーション協会会長 森 正弘氏 面談 

21 水 

岐阜県グラウンド・ゴルフ協会会長 廣前 進氏 

岐阜県グラウンド・ゴルフ協会総括事務局長 西池洋太郎氏 

関市レクリエーション協会会長 春見 隆氏 他 面談 

24 土 

「おとなの健康大学」 出席 

 医学博士・大垣女子短期大学客員教授 佐藤弘道氏  

 生活協同組合コープぎふ理事長 大坪光樹氏 挨拶 

大垣女子短期大学幼児教育学科学科長・教授 光井恵子氏 面談 

「清流プレミアムセレクション 由紀さおりスペシャルコンサート」 出席 

 岐阜県知事 古田 肇氏 

 岐阜県知事令夫人 古田千鶴子氏 

 ぎふ善意通訳ガイドネットワーク会長 河合雅子氏 他 鑑賞 

25 日 

「ぎふ清流レクリエーションフェスティバル ミナレク広場in西濃」 出席 

 岐阜県議会議員・養老町レクリエーション協会会長 村下貴夫氏 

 養老町長 大橋 孝氏 

 岐阜県清流の国推進部ねんりんピック推進事務局次長 小川修史氏 他 交流 

26 月 
神戸町レクリエーション協会会長 若松卓郎氏 面談 

27 火 

岐阜新聞・岐阜放送懇談会 

「第一生命経済研究所主席エコノミスト 永浜利広氏」講演会 出席 

 サンメッセ（株）代表取締役会長 田中良幸氏 

 垂井町長 平野博文氏 

 岐阜県議会副議長 加藤大博氏 他  

28 水 

岐阜県総合型地域スポーツクラブ認定及び取り消しに関する協議会(ズーム会議) 出席 

 岐阜県清流の国推進部地域スポーツ課課長 若山 典氏 

 (公財)岐阜県スポーツ協会専務理事 増田和伯氏 他 協議 

 



29 木 

岐阜県ミセスフォークダンス協会「シニア交流会」  出席 

 岐阜県ミセスフォークダンス協会会長 三島道子氏 

岐阜県ミセスフォークダンス協会理事長 古谷 妙氏 他 交流 

(公社)日本３Ｂ体操協会岐阜県支部支部長 菅原敦子氏 

(公社)日本３Ｂ体操協会岐阜県支部役員 髙橋惠子氏 面談 

衆議院議員 武藤容治事務所秘書 小檜山千代久氏 

羽島市観光協会会長 吉田 登氏 面談 

30 金 
岐阜県清流の国推進部地域スポーツ課課長 若山 典氏 面談 

岐阜県ペタンク協会副会長 渡辺哲彦氏 面談 

 

 


