
会長動向（１０月） 

日付 曜日 備 考 

1 土 

ぎふ清流レクリエーションフェスティバル「羽島市グラウンド・ゴルフ大会」 出席 

 羽島市長 松井 聡氏 

 羽島市グラウンド・ゴルフ協会理事長 山田紀武氏 他 交流 

羽島市レクリエーション協会副理事長 勅使川原未央氏 他役員 懇談 

2 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飛騨」 出席 

 岐阜県議会議員・高山レクリエーション協会顧問 高殿 尚氏 

 岐阜県議会議員・飛騨市レクリエーション協会会長 布俣正也氏 

 下呂市レクリエーション協会会長 駒田 誠氏 

 高山レクリエーション協会副会長 上野秋雄氏  

 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 

4 火 

「岐阜県スポーツグランプリ受賞報告会」 出席 

本巣市長 藤原 勉氏 

受賞者・岐阜県グラウンド・ゴルフ協会参与(本巣市在住) 福田仁巳氏 懇談 

5 水 

岐阜市鷺山ウォーキングクラブ例会 出席 

岐阜県ジョギング協会理事長 髙橋 睦氏 面談 

(社福)日本児童育成園園長 臼田 好氏 

子ども家庭支援センター ぎふはこぶねセンター長  山田暁美氏 面談 

岐阜市レクリエーション協会事務局次長 村木直美氏 面談 

6 木 名鉄観光サービス（株）中部営業本部担当部長 中島優人氏 面談 

７ 金 

「(公財)日本レクリエーション協会・レクリエーション運動普及振興功労者表彰」伝達 

受賞者・岐阜市民踊連盟会長・岐阜市レクリエーション協会理事 戸本孝子氏 懇談 

岐阜県清流の国推進部地域スポーツ課課長 若山 典氏 他 協議 

８ 土 

「ぎふ清流レクリエーションフェスティバル in岐阜」 出席 

 岐阜県知事 古田 肇氏 

 岐阜県議会副議長 加藤大博氏 

 各務原市長 浅野健司氏 

 (一社)岐阜県レクリエーション協会顧問・衆議院議員 武藤容治氏(代理) 

 (一社)岐阜県レクリエーション協会顧問・中部学院大学特任教授 碓井 洋氏 

(一社)岐阜県障害者スポーツ協会会長 岡本敏美氏 

 岐阜市レクリエーション協会会長・（株）岐阜新聞社代表取締役社長 矢島 薫氏 他 交流 

 

 



８ 土 

「野外朗読音楽絵巻 ～関ケ原 夜想語～」 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 

 岐阜県議会議員 藤墳 守氏 

 関ケ原町長 西脇康世氏 

 垂井町長 早野博文氏 他 鑑賞 

９ 日 

「ぎふ清流レクリエーションフェスティバル・岐阜県かるた選手権大会」 開会式出席 

 岐阜県かるた協会会長 川瀬建男氏 他 挨拶 

「全国将棋サミット２０２２」開会式 出席 

 岐阜県知事 古田 肇氏 

 関ケ原町長 西脇康世氏 

 岐阜県議会議員 松村多美夫氏 

 岐阜県議会議員 長屋光征氏 他 挨拶 

「大関ケ原祭２０２２ ～ミナレク東西レク合戦～」 出席 

 不破郡レクリエーション協会会長 中村喜代彦氏 

 岐阜県スポーツチャンバラ協会会長 臼井澄史氏 他 交流 

10 月 

「ぎふ清流レクリエーションフェスティバル・ｅスポーツフェス」 出席 

 (公財)岐阜県教育文化財団理事長 高木敏彦氏 

 岐阜県議会議員 林 幸広氏 

 岐阜県議会議員 平野祐也氏 

 (一社)岐阜県ｅスポーツ連合会長 坂 英明氏 他 交流 

11 火 

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兼企画係長 伊東邦昭氏 

岐阜県清流の国推進部ねんりんピック推進事務局交流大会主任 小澤友教氏 面談 

岐阜県マンカラ協会理事 北島博輝氏 他役員 面談 

岐阜県清流の国推進部次長 今井雅信氏 面談 

「清流の国ぎふ」文化・芸術フォーラム 出席 

 岐阜県知事 古田 肇氏 

 岐阜県副知事 大森康宏氏 

(公財)岐阜県教育文化財団総合プロデューサー・演出家 小島紀夫氏 

岐阜県芸術文化会議 土屋明之氏 

岐阜県教育委員会教育長 堀 貴雄氏 

本巣市長 藤原 勉氏 他 

12 水 岐阜市レクリエーション協会副会長 小原信子氏 面談 

13 木 笠松刑務所運動会練習会(レクリエーションダンス指導) 出席 

 



14 金 

笠松刑務所運動会練習会(レクリエーションダンス指導) 出席 

羽島市立福寿小学校教頭 三品貴司氏 面談 

岐阜県立羽島高等学校運営協議会 出席 

 岐阜県立羽島高等学校校長 後藤周太郎氏 

 羽島市立竹鼻中学校校長 森山 健氏 他 協議 

17 月 羽島市立正木小学校区子ども会育成協議会会長 西松幸恵氏 面談 

18 火 

(公財)岐阜県教育文化財団理事長 髙木敏彦氏 面談 

(公財)日本グラウンド・ゴルフ協会主催 

「令和４年度東海ブロック ２級・３級普及指導員研修交歓会」講師として出席 

岐阜県グラウンド・ゴルフ協会会長 廣前 進氏 

岐阜県議会議員・羽島郡スポーツ協会会長 田中勝士氏 他 挨拶 

19 水 

(公財)日本グラウンド・ゴルフ協会主催 

「令和４年度東海ブロック ２級・３級普及指導員研修交歓会」実技研修会 視察 

岐阜県グラウンド・ゴルフ協会会長 廣前 進氏 他役員 交流 

20 木 笠松刑務所運動会練習会(レクリエーションダンス指導) 出席  

21 金 岐阜市鷺山ウォーキングクラブ例会 挨拶 

23 日 

羽島市レクリエーションフェスティバル会場下見 

羽島市レクリエーション協会副理事長 勅使川原未央氏 他役員 協議 

大垣ミナモソフトボールクラブ×Ｈｏｎｄａ 試合観戦 

 岐阜県副知事 大森康宏氏 

 大垣市長 石田 仁氏 

 セイノーホールディングス（株）代表取締役社長 田口義隆氏 

 太平洋工業（株）代表取締役社長 小川信也氏 

 日本耐酸壜工業（株）代表取締役会長 堤 俊彦氏 他 

24 月 岐阜市レクリエーション協会事務局次長 村木直美氏 面談 

25 火 

岐阜県パターゴルフ協会理事長 森島 陵氏 面談 

岐阜県立羽島高等学校同窓会理事会 出席 

 岐阜県立羽島高等学校校長 後藤周太郎氏 他役員 協議 

26 水 
参議院議員 渡辺猛之事務所秘書 大東由幸氏 面談 

清流の国ぎふ文化のつどい「講談師 神田京子氏の講談」 鑑賞 

27 木 

第２２回全国障害者スポーツ大会「いちご一会とちぎ大会」岐阜県選手団結団式 出席 

 岐阜県副知事 大森康宏氏 

 岐阜県議会議長 平岩正光氏 

 (一社)岐阜県障害者スポーツ協会会長 岡本敏美氏 他役員・選手激励 

(学)高砂学園・はしま西幼稚園年中児 レクリエーション協会実技講師として出席 

 (学)高砂学園・はしま西幼稚園園長 高砂智明氏 懇談 



28 金 

笠松刑務所運動会 出席 

 笠松刑務所総務部長・法務事務官 宮内仁儀氏 懇談 

「エンジン０１ in岐阜 開会式・オープニングシンポジウム」 出席 

 岐阜県知事 古田 肇氏 

 岐阜市長 柴橋正直氏 

 岐阜県議会議長 平岩正光氏 

 岐阜県教育委員会教育長 堀 貴雄氏 

 ぎふ善意通訳ガイドネットワーク会長 河合雅子氏 他 挨拶 

30 日 

瑞浪市レクリエーションフェスティバル 出席 

 衆議院議員・(一社)岐阜県レクリエーション協会顧問 古屋圭司氏 

 瑞浪市レクリエーション協会理事長・岐阜県議会議員 小川祐輝氏 他 交流 

岐南町レクリエーションひろば・キンボールスポーツ交流会 出席 

岐南町レクリエーション協会顧問・岐阜県議会議員 田中勝士氏 

 岐南町レクリエーション協会顧問・岐南町長 小島英雄氏 

 岐南町レクリエーション協会会長・(社福)登豊会副理事長 近石千恵美氏 他 交流 

ひつじサミット尾州関連イベント「はしま deマルシェ」 出席 

 (社福)岐阜羽島ボランティア協会理事長 川合宗次氏 

羽島市レクリエーション協会理事 北島佳枝氏 他 交流 

第１回青年海外遊学支援事業プレゼンコンテスト 出席 

 太平洋工業（株）代表取締役社長 小川信也氏 

 岐阜県議会議員 廣瀬 修氏 他 挨拶 

「エンジン０１ in岐阜 クロージングシンポジウム・閉会式」 出席 

 岐阜県知事 古田 肇氏 

 岐阜県議会議長 平岩正光氏 

 岐阜市長 柴橋正直氏 

 岐阜商工会議所会頭 村瀬幸雄氏 

 （株）岐阜新聞社代表取締役社長 矢島 薫氏 他 挨拶 

 


