
会長動向（１月） 

日付 曜日 備 考 

4 水 

(特非)大垣市レクリエーション協会理事長 日比千穂氏 

(特非)大垣市レクリエーション協会事務局長 寺境 浩氏 面談 

(年始挨拶) 

(公財)岐阜県スポーツ協会 

岐阜メモリアルセンター(技研サービス㈱営業所・昭和建物管理㈱・日本ガード㈱) 

(公財)岐阜県教育文化財団 

（株）岐阜新聞社 

（株）岐阜放送 

（株）中日新聞社 

5 木 

岐阜県知事 古田 肇氏 面談 

岐阜県副知事 大森康宏氏 面談 

岐阜県副知事 河合孝憲氏 面談 

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 面談 

参議院議員 渡辺猛之事務所秘書 大東由幸氏 面談 

(年始挨拶) 

岐阜県議会議員 高殿 尚氏 

関ケ原町長 西脇康世氏 

白川村長 成原 茂氏 

衆議院議員 野田聖子事務所筆頭秘書 宮川 透氏 

岐阜県教育委員会教育長 堀 貴雄氏 

岐阜県警察本部生活安全部部長 森島竜一氏 

岐阜県警察本部刑事部部長 佐名康太氏 

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地域スポーツ課長・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 

岐阜県健康福祉部部長 堀 裕行氏 

岐阜県健康福祉部次長 渡辺幸司氏 

岐阜県環境生活部県民文化局局長 篭橋智基氏 

岐阜県環境生活部県民文化局副局長 大野陽一氏 

岐阜県環境生活部県民文化局文化創造課課長 大川 敦氏 

岐阜県環境生活部県民文化局文化創造課国民文化祭推進監 田中康宏氏 



５ 木 

岐阜県健康福祉部子ども・女性局局長 村田嘉子氏 

岐阜県秘書課課長 西 千代美氏 

サンメッセ（株）代表取締役会長 田中良幸氏 

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 

セイノーホールディングス（株）顧問 一柳正義氏 

（株）大垣共立銀行ぎふ県庁支店支店長 所 紗也香氏 

（株）十六銀行県庁支店支店長 國島正人氏 

(年始挨拶来訪) 

（株）岐阜文芸社代表取締役社長 飯尾 賢氏 

（株）技研サービス執行役員・企画開発事業部長 村瀬直也氏 

 ＪＡＢＡ岐阜県野球連盟専務理事 村木和人氏 

６ 金 

岐阜県清流の国推進部次長 今井雅信氏 面談 

東武トップツアーズ（株）営業統括本部中部統括部長 所 真司氏 

東武トップツアーズ（株）岐阜支店支店長 野村達規氏 

東武トップツアーズ（株）岐阜支店 石川幸夫氏 面談 

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 

岐阜県タスポニー協会事務局長 山口栄三氏 面談 

(年始挨拶来訪) 

（株）技研サービス取締役常務執行役員 冨田泰典氏 

（株）技研サービスＢＭ事業部部長 島 一夫氏 

（株）技研サービスＢＭ事業部担当部長 牧野雄二氏 

(公財)岐阜県スポーツ協会生涯スポーツ課課長 若松卓郎氏 

７ 土 故 玉田淑子氏(岐阜県議会議員 玉田和浩氏 姉) 告別式参列 

8 日 
岐阜県議会議員 長屋光征氏 面談 

岐阜ミニテニス協会・第 23回団体交流会開会式 出席 

11 水 

「（株）岐阜新聞社・（株）岐阜放送(岐阜・西濃)懇談会・新春合同例会」 出席 

 （株）岐阜新聞社最高顧問 杉山幹夫氏 

 （株）岐阜新聞社代表取締役社長 矢島 薫氏 

 （株）岐阜放送代表取締役社長 山本 耕氏 

 岐阜県知事 古田 肇氏 

 岐阜市長 柴橋正直氏 

 本巣市長 藤原 勉氏 

 垂井町長 早野博文氏 

 岐阜県議会議員 尾藤義昭氏 

 岐阜県議会議員 松村多美夫氏 

 （株）十六フィナンシャルグループ会長 村瀬幸雄氏 



11 水 
サンメッセ（株）代表取締役会長 田中良幸氏 

 太平洋工業（株）代表取締役社長 小川信也氏 他 挨拶・懇談 

12 木 

羽島市長 松井 聡氏 面談 

羽島市教育委員会教育長 森 嘉長氏 面談 

岐阜県議会議員 藤本恵司氏 面談 

池田町長 岡崎和夫氏 面談 

池田町レクリエーション協会会長・池田町議会議員 岩谷真海氏 面談 

衆議院議員 棚橋泰文事務所秘書 和波佐江子氏 面談 

岐南町長 小島英雄氏 

岐南町副町長 傍島敬隆氏 面談 

(新年挨拶訪問) 

参議院議員・(一社)岐阜県レクリエーション協会顧問 大野泰正事務所 

 岐阜県議会議員・養老町レクリエーション協会会長 村下貴夫事務所 

(社福)豊誠会・岐南さくら保育園 

(一財)国際クラブ 

大同印刷（株） 

 羽島市市民協働部 

 岐南町福祉部 

(新年挨拶来訪) 

羽島市議会議員・岐阜県キンボールスポーツ連盟副会長 豊島保夫氏 

大垣市議会議員・(特非大垣市レクリエーション協会 田中孝典氏 

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 

(社福)日本児童育成園・子ども支援センターはこぶねセンター長 山田暁美氏 

13 金 

朝日大学学長 大友克之氏 面談 

（株）髙修代表取締役社長 髙橋圭司氏 

（株）髙修営業担当主任 髙橋鏡充氏 面談 

故 羽島市グラウンド・ゴルフ協会役員 水野 巌氏 通夜式参列 

14 土 

大垣商業高等学校校長 野田正明氏 面談 

プロバスケットボールチーム「岐阜スゥープス×しながわシティ BC」 試合観戦 

 岐阜市長 柴橋正直氏 挨拶 

15 日 
「画家 坂倉新平の軌跡」企画展 鑑賞 

 羽島市不二竹鼻町屋ギャラリー館長 今井田一己氏 懇談 

 

 

 



16 月 

（株）大垣共立銀行ぎふ県庁支店次長 宮部 誠氏 面談 

(一社)日本女子ソフトボールリーグ機構チェアマン 島田利正氏 

(一社)日本女子ソフトボールリーグ機構常務理事 谷村和也氏 

(一社)大垣ミナモソフトボールクラブを育てる会会長 小川信也氏 

(一社)大垣ミナモソフトボールクラブ ゼネラルマネージャー 栗山利宏氏 面談 

(一社)岐阜県障害者スポーツ協会常務理事 新谷哲也氏 面談 

(新年挨拶来訪) 

岐阜市レクリエーション協会事務局次長 村木直美氏 

17 火 岐阜県清流の国推進部地域スポーツ課長・ねんりんピック推進事務局長 若山 典氏 面談 

19 木 
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交流大会主任 小澤友教氏 面談 

20 金 岐阜県ライフル射撃協会理事長 鷲見勝彦氏 面談 

21 土 

池田町長 岡崎和夫氏 

岐阜県議会議員 国枝慎太郎氏 

岐阜県議会議員 所 竜也氏 

本巣市長 藤原 勉氏 

岐阜県町村会会長・輪之内町長 木野隆之氏 

大野町長 宇佐美晃三氏 

いび川農業協同組合代表理事組合長 堀尾茂之氏 他挨拶・懇談 

23 月 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 

24 火 羽島市レクリエーション協会副会長・羽島市野球リーグ連盟会長 岩田源五氏 面談 

26 木 

岐阜市長 柴橋正直氏 面談 

岐阜市ぎふ魅力づくり推進部部長 大塚直哉氏 

岐阜市ぎふ魅力づくり推進部市民スポーツ課課長 𠮷田明彦氏 

岐阜市ぎふ魅力づくり推進部市民スポーツ課スポーツ推進係長 下山淳二氏 

岐阜市ぎふ魅力づくり推進部市民スポーツ課スポーツ推進係 小塚崇広氏 挨拶 

ライオンズクラブ国際協会 334-B地区第 1R ZC・元岐阜県議会議員 山田 優氏 面談 

27 金 
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 他 協議 

28 土 

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 

神戸町長 藤井弘之氏 

大垣市議会議長 林 新太郎氏 

（株）セリア代表取締役社長 河合映治氏 他 挨拶・懇談 

池田町レクリエーション協会会長・池田町議会議員 岩谷真海氏 面談 

 

 



28 土 

「清流の国ぎふ創作オペラ ～不思議な石の物語～」 鑑賞 

 岐阜市長 柴橋正直氏 

 (公財)岐阜県教育文化財団理事長 高木敏彦氏 他 挨拶 

29 日 

美濃加茂市レクリエーション協会会長・前美濃加茂市議会議員 牧田秀憲氏 

衆議院議員・(一社)岐阜県レクリエーション協会顧問 金子俊平氏 

岐阜県議会議員・美濃加茂市レクリエーション協会顧問 小川恒雄氏 他 挨拶・懇談 

30 月 
岐阜県グラウンド・ゴルフ協会会長 廣前 進氏 面談 

岐阜県ペタンク協会副会長 渡邉哲彦氏 面談 

 


