
会長動向（１１月） 

日付 曜日 備 考 

3 木 

ぎふ清流レクリエーションフェスティバル・パターゴルフ大会 出席 

 輪之内町レクリエーション協会理事長 菱田健一郎氏 

 岐阜県パターゴルフ協会理事長 森島 陵氏 他 交流 

4 金 

岐阜県議会議員・(一社)岐阜県レクリエーション協会顧問 猫田 孝氏 

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 

岐阜県議会副議長 ・加茂郡レクリエーション協会顧問 加藤大博氏 他 協議 

(一社)岐阜県身体障害者スポーツ協会職員 河井祐実氏 面談 

5 土 

「ぎふ清流レクリエーションフェスティバル ミナレク広場中濃(関市・百年公園)」出席 

 関市長 尾関健治氏 

 関市副市長 山下清司氏 

 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 

 関市レクリエーション協会会長 春見 隆氏 

 美濃市レクリエーション協会会長 岩原輝夫氏 

 加茂郡レクリエーション協会会長 井尾達之氏 他 交流 

6 日 

ぎふ清流レクリエーションフェスティバル 

「羽島市レクリエーションフェスティバル (モルック交流会・マンカラ交流会)」出席 

 衆議院議員・(一社)岐阜県レクリエーション協会顧問 武藤容治氏 

 羽島市長・羽島市レクリエーション協会名誉顧問 松井 聡氏 

 岐阜県議会議員・羽島市レクリエーション協会顧問 藤本恵司氏 

 羽島市観光協会会長 吉田 登氏 

 羽島市教育委員会教育長 森 嘉長氏 

大日産業（株）代表取締役社長 林 幹根氏  他 交流 

7 月 
ぎふスポーツフェア実行委員会総会(web) 出席 

 (公財)岐阜県スポーツ協会会長 田口義隆氏 他委員 協議 

10 木 

羽島市グラウンド・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 

 羽島市グラウンド・ゴルフ協会理事長 山田紀武氏 他 交流 

大同印刷（株）代表取締役社長 山北将誉氏 他 面談 

岐阜県立羽島高等学校創立１００周年実行委員会 出席 

 岐阜県立羽島高等学校校長 後藤周太郎氏 他委員 協議 

 



12 土 

「第 34回全国健康福祉祭・ねんりんピック神奈川」総合開会式 出席 

 岐阜県議会副議長 加藤大博氏 

 岐阜県清流の国推進部部長 長尾安博氏 

 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 他 挨拶 

「第 34回全国健康福祉祭・ねんりんピック神奈川」ニュースポーツ・e-スポーツ 視察 

 (公財)岐阜県教育文化財団理事長 高木敏彦氏 他  

13 日 
「第 34回全国健康福祉祭・ねんりんピック神奈川」スマイリングフェスタ 視察 

(公財)日本レクリエーション協会事業部課長 原 秀光氏 他 挨拶 

14 月 

「第 34全国健康福祉祭・ねんりんピックかながわ 2022」 

ウォークラリー交流大会岐阜県選手団出場報告 来訪 

ウォークラリー交流大会岐阜県監督・選手 小原信子氏 他選手 面談 

15 火 

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 

元 養老町副町長 川地憲元氏 

海津市長 横川真澄氏 

岐阜県町村会会長・輪之内町長 木野隆之氏 

垂井町長 早野博文氏 他 挨拶 

16 水 輪之内町レクリエーション協会理事長 菱田健一郎氏 面談 

17 木 

ぎふ清流レクリエーションフェスティバル・岐南町グラウンド・ゴルフ大会 出席 

 岐南町長代理・岐南町副町長 傍島敬隆氏 

 岐南町グラウンド・ゴルフ協会会長 小出悦司氏 

 岐南町レクリエーション協会事務局長 小柳純一郎氏 他交流 

第 1回岐阜県スポーツ推進審議会・第２回岐阜県スポーツ推進県民会議 出席 

 岐阜県スポーツ推進審議会会長・朝日大学学長 大友克之氏 

 岐阜県議会スポーツ振興議員連盟会長 猫田 孝氏 

 岐阜県清流の国推進部部長 長尾安博氏 他委員 協議 

19 土 

全国障害者グラウンド・ゴルフ大会開会式 出席 

 参議院議員・(一社)岐阜県レクリエーション協会顧問 渡辺猛之氏 

 (一社)岐阜県障害者スポーツ協会会長 岡本敏美氏 

 岐阜県グラウンド・ゴルフ協会会長 廣前 進氏 他挨拶 

20 日 

ミニテニス岐阜記念大会２０２２ 出席 

 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 

医療法人社団登豊会・栄養ケアステーションちかいし内覧会 出席 

 医療法人社団登豊会理事長 近石登喜雄氏 他懇談 

 



20 日 

レクリエーション・インストラクター養成講習会閉講式 出席 

 岐阜市レクリエーション協会副会長 小原信子氏 他挨拶 

前 養老町副町長 川地憲元氏 

岐阜県議会議員・養老町レクリエーション会長 村下貴夫氏 

養老町長 大橋 孝氏 

大垣市長 石田 仁氏 他 挨拶 

21 月 

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 面談 

「全国障害者スポーツ大会優秀選手・チーム賞」表彰式 出席 

 岐阜県清流の国推進部部長 長尾安博氏 

 岐阜県選手団団長・(一社)岐阜県障害者スポーツ協会会長 岡本敏美氏 

 岐阜県選手団副団長・岐阜県清流の国推進部地域スポーツ課課長 若山 典氏 他挨拶 

23 水 

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東濃(多治見市会場) 出席 

 多治見市レクリエーション協会会長・岐阜県議会議員 山本勝敏氏 

 多治見市長・多治見市レクリエーション協会顧問 古川雅典氏 

 岐阜県議会議員・多治見市レクリエーション協会顧問 高木貴行氏 

 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 他 交流 

24 木 

ぎふ清流レクリエーションフェスティバル 

「海津市レク協会長杯・海津市グラウンド・ゴルフ大会」 出席 

 海津市レクリエーション協会会長・岐阜県議会議員 森 正弘氏 

 海津市グラウンド・ゴルフ協会会長 大倉久徳氏 他 交流 

笠松町名誉会長杯グラウンド・ゴルフ大会 出席 

 笠松町グラウンド・ゴルフ協会名誉会長・前 笠松町長 広江正明氏 

 岐阜県グラウンド・ゴルフ協会会長 廣前 進氏 他 交流 

参議院議員 渡辺猛之事務所秘書 大東由幸氏 来訪 

多治見市レクリエーション協会理事長 菅原敦子氏 

関市レクリエーション協会副会長 伊藤典子氏 面談 

26 土 

岐阜県議会議員・岐阜県インディアカ協会会長 玉田和浩氏 

岐阜県議会議員 岩井豊太郎氏 

山県市長 林 宏優氏 

岐阜県中小企業団体中央会名誉会長 辻 正氏 懇談 

29 火 (特非)ぎふ・プロジェクトネットワーク理事長 岸田哲哉氏 面談 

30 水 

岐阜新聞・岐阜放送(岐阜・西濃)懇談会 １１月合同例会 出席 

 「講師 慶応義塾大学教授 渡辺 靖氏」 

 （株）岐阜新聞社代表取締役社長 矢島 薫氏 



30 水 
 岐阜県議会副議長 加藤大博氏 

 (公財)岐阜県教育文化財団理事長 高木敏彦氏 他 聴講 

 


