
会⾧動向（４月） 

日付 曜日 備 考 

１日 木 

岐阜メモリアルセンター管理団体 新年度挨拶 

 (公財)岐阜県スポーツ協会 

 技研サービス（株） 

 昭和建物管理㈱ 

 日本ガード（株） 

(公財)岐阜県スポーツ協会専務理事 増田和伯氏 面談 

羽島市長 松井 聡氏 

羽島市副市長 石黒恒雄氏 挨拶 

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 

２日 金 

(公社) 日本３Ｂ体操協会岐阜県支部支部長 坂下真弓氏 面談 

岐阜県清流の国推進部ねんりんピック推進事務局文化・福祉事業係長 岩崎祐里子氏 

岐阜県清流の国推進部ねんりんピック推進事務局文化・福祉事業係主査 朝熊眞一氏  

                                    他 挨拶 

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交流大会係長 藤原謙介氏 

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査 冠者裕樹氏 面談 

（株）大垣共立銀行ぎふ県庁支店係長 川出和典氏 挨拶 

 

４日 日 

東京2020オリンピック聖火リレーサポートランナー(羽島市会場)として出席 

 羽島市長 松井 聡氏 

 羽島市最終聖火ランナー BOYS AND MEN 辻本達規氏 

 (一財)国際クラブ名誉理事長 青山 馥氏 

 羽島市スポーツ推進会議会長 小森博昭氏 

 羽島市ホストタウン実行委員会会長 田路栄一氏 他 交流 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 日 火 

新年度挨拶・面談 

 岐阜県知事 古田 肇氏 

 岐阜県副知事 平木 省氏 

 岐阜県副知事 河合孝憲氏 

 岐阜県議会議長 森 正弘氏 

 岐阜県議会副議長 小原 尚氏 

 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 佐名康太氏 

 岐阜県清流の国推進部部長 丸山 淳氏 

 岐阜県清流の国推進部ねんりんピック推進事務局長 今井雅信氏 

 岐阜県清流の国推進部地域スポーツ課課長 大川 敦氏 

 岐阜県清流の国推進部部競技スポーツ課課長 中嶋成人氏 

 岐阜県清流の国推進部地域振興課課長 若山 典氏 

 岐阜県健康福祉部部長 堀 裕行氏 

 岐阜県健康福祉部次長 篭橋智基氏 

 岐阜県商工労働部観光国際局局長 矢本哲也氏 

 岐阜県商工労働部観光国際局副局長 渡辺幸司氏 

 岐阜県商工労働部観光国際局観光資源活用課課長 金武雅人氏 

（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 

羽島市教育委員会教育長 森 嘉長氏  

羽島市教育委員会事務局長 加藤光彦氏 

羽島市教育委員会スポーツ推進課課長 箕浦勝博氏 

羽島市教育委員会スポーツ推進課主幹 高田裕彰氏 

羽島市立西部幼稚園園長 安藤賢治氏  

(社福)登豊会副理事長 近石千恵美氏 

(社福)登豊会・うれしの認定子ども園園長 萩野道世氏 

(社福)登豊会・うれしの東保育園園長 加藤志保氏 

７日 水 

岐阜少年鑑別所所長 松永千広氏 面談 

(公財)岐阜県教育文化財団理事長 高木敏彦氏 面談 

衆議院議員 野田聖子事務所秘書 笠井成彦氏 面談 

羽島市議会議員 野口佳宏氏 

関市議会議員 田中 巧氏 面談 

岐阜県健康マージャン協会理事長 山田和弘氏 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 

８日 木 

(学)まこと学園 美容専門学校 

ベルフォート・アカデミーオブビューティ 新入生コミュニケーション指導 

ベルフォート・アカデミーオブビューティ学校長 長尾拓朗氏 他 挨拶 

(公財)岐阜県スポーツ協会スポーツ推進課 レクリエーション体験指導 

 (公財)岐阜県スポーツ協会スポーツ推進課課長 若松卓郎氏 他職員 交流 

 

 

 



９日 金 

岐阜市鷺山ウォーキングクラブ例会 出席 

輪之内町レクリエーション協会事務局長 森島 陵氏 面談 

衆議院議員 武藤容治事務所秘書 小檜山千代久氏 他 面談 

岐阜県ユニカール協会副会長・羽島市議会議員 野口佳宏氏 面談 

１０日 土 

２０２１日本女子ソフトボール１部リーグ 

「大垣ミナモソフトボールクラブ×トヨタ自動車」試合観戦(１×〇で大垣ミナモ勝利) 

 岐阜県副知事 平木 省氏 

 大垣市議会議長 田中孝典氏 

 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 観戦 

１１日 日 

元岐阜県職員 横川真澄氏 

衆議院議員 棚橋泰文氏 

参議院議員 渡辺猛之氏 

海津市長 松永清彦氏 

高山市長 國島芳明氏 

羽島市長 松井 聡氏 

岐阜県議会議長 森 正弘氏 

岐阜県議会議員 村下貴夫氏 

羽島市議会議長 山田紘治氏 他 挨拶 

元大垣市議会議員 石田 仁氏 令夫人 

衆議院議員 棚橋泰文事務所秘書 和波左江子氏 

(株)デリカスイト代表取締役FOUNDER 堀 冨士夫氏 

羽島市議会議長 山田紘治氏 他 挨拶 

岐阜ミニテニス協会総会 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顧問・医療法人社団英集会理事長 福富 悌氏 

 岐阜ミニテニス協会会長 水野伸一氏 他 挨拶 

１２日 月 
羽島市教育委員会スポーツ推進課主幹 髙田裕彰氏 面談 

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 

１３日 火 

瑞穂市長 森 和之氏 

瑞穂市レクリエーション協会会長 高木敏彦氏 

瑞穂市レクリエーション協会理事長 三島啓子氏 面談 

羽島市グラウンド・ゴルフ協会総会 出席 

 羽島市グラウンド・ゴルフ協会顧問・羽島市議会議員 豊島保夫氏 

 羽島市グラウンド・ゴルフ協会理事長 山田紀武氏 他 協議 

１４日 水 
(株)シティエフエムぎふ「ＦＭわっち」収録 

 (株)プラド取締役ＣＯＯ 森田順子氏 

 (株)プラドプロジューサー 増田文一氏 懇談 

 

 

 



１５日 木 

岐南町グラウンド・ゴルフ協会総会 出席 

 岐南町グラウンド・ゴルフ協会会長 小出悦治氏 

 岐阜県議会議員 田中勝士氏 

 岐南町長 小島英雄氏 

 岐南町老人クラブ連合会会長 小野木政則氏 他 挨拶 

羽島商工会議所専務理事 清水政男氏 面談 

羽島市小熊保育園園長 渡邊享司氏 面談 

養老町レクリエーション協会総会 出席 

 養老町レクリエーション協会会長・岐阜県議会議員 村下貴夫氏 

 養老町レクリエーション協会副会長兼理事長・養老町議会議員 野村永一氏 

 養老町レクリエーション協会副会長・養老町議会議長 吉田太郎氏 

養老町長代理・養老町副町長 川地憲元氏 他役員 協議 

１６日 金 
岐阜県清流の国推進部 

ねんりんピック推進事務局学校連携企画監 平岩 徹氏 面談 

１７日 土 

各務原市レクリエーション協会総会 出席 

 各務原市レクリエーション協会会長・岐阜県議会議員 松岡正人氏 

 衆議院議員 武藤容治氏 

 各務原市長 浅野健司氏 

各務原市議会議長 川嶋一生氏 

各務原市スポーツ協会会長 横山浩之氏 他 協議 

１８日 日 

各務原市長 浅野健司氏 

衆議院議員 武藤容治氏 

参議院議員 渡辺猛之氏 

岐阜県農業協同組合中央会会長 櫻井 宏氏 

羽島市長 松井 聡氏 

元大垣市議会議員 石田 仁氏 他 挨拶 

１９日 月 

(公財)岐阜県スポーツ協会スポーツ推進課課長 若松卓郎氏 

(公財)岐阜県スポーツ協会地域スポーツ推進監 有賀浩樹氏 面談 

(公財)岐阜県教育文化財団理事長 高木敏彦氏 面談 

２０日 火 

(特非)大垣市レクリエーション協会理事長 日比千穂氏 面談 

(公財)岐阜県スポーツ協会スポーツ推進課課長 若松卓郎氏 面談 

羽島市教育委員会スポーツ推進課推進係長・指導主事 中尾 聡氏 面談 

(有)クリモト代表取締役社長 栗本久雄氏 面 

 

 

 

 

 

 



２１日 水 

岐阜県清流の国推進部・ねんりんピック推進事務局長 今井雅信氏 

岐阜県清流の国推進部・ねんりんピック推進事務局広報係長 田中真実氏 面談 

岐阜県環境生活部県民文化局文化創造課課長 青木伸泰氏 

岐阜県環境生活部県民文化局文化創造課課長補佐兼企画係長 近藤宗由氏 面談 

(公財)岐阜県教育文化財団理事長 高木敏彦氏 面談 

岐阜市レクリエーション協会副会長 小原信子氏 協議 

岐阜市ぎふ魅力づくり推進部部長 牧ケ野敏明氏 面談 

(公財)岐阜県スポーツ協会スポーツ推進課課長 若松卓郎氏 面談 

２２日 木 
岐阜県ターゲット・バードゴルフ協会顧問・羽島市議会議員 豊島保夫氏 面談 

２３日 金 

羽島市グラウンド・ゴルフ大会・ねんりんピック岐阜２０２１ キャラバン 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 山田紘治氏  

 岐阜県清流の国推進部・ねんりんピック推進事務局長 今井雅信氏 他 交流 

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 

愛知工業大学名誉教授 林 二一氏 他 懇談 

２４日 土 
ねんりんピック岐阜２０２１「ウォークラリー種目」コース選定委員会 出席 

 美濃市レクリエーション協会理事長 田村禎章氏 他役員 コース選定 

２５日 日 

恵那市レクリエーション協会総会 出席 

 衆議院議員 古屋圭司氏 

 岐阜県議会議員 水野正敏氏 

 恵那市長 小坂喬峰氏 

 恵那市レクリエーション協会会長・恵那商工会議所副会頭 竹中道明氏 他役員協議 

中津川市レクリエーション協会総会 出席 

 衆議院議員 古屋圭司氏 

 岐阜県議会議員 平岩正光氏 

 中津川市レクリエーション協会会長・(学)恵峰学園理事長 丸山充信氏 他役員協議 

２６日 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 

２７日 火 
サンメッセ(株)代表取締役会長 田中良幸氏 面談 

(公社)ぎふ瑞穂スポーツガーデン事務局長 古田憲司氏 面談 

２８日 水 

神戸町レクリエーション協会総会 出席 

 神戸町長代理・神戸町教育委員会教育長 宇野秀宣氏 

 神戸町レクリエーション協会会長 若松卓郎氏 

 岐阜県グラウンド・ゴルフ協会参与 安田賢一氏 他 協議 

 

 

 

 



２９日 木 

衆議院議員 武藤容治氏 

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 山田紘治氏 

参議院議員 大野泰正事務所秘書 高井雅之氏 

羽島市円空顕彰会会長 吉田 登氏 

創清会会長 豊島信征氏 

羽島市自治連合会会長 味岡 巌氏 

(一社)岐阜土木工業会理事長 南谷茂伸氏 

岐阜県歯科医師会副会長 田中資康氏 

(公社)岐阜県宅地建物取引業協会相談役 箕浦茂幸氏 他 協議 

衆議院議員 武藤容治氏 

羽島市長 松井 聡氏 

岐阜県議会議員 藤本恵司氏 

羽島市円空顕彰会会長 吉田 登氏 懇談 

３０日 金 
北方町レクリエーション協会会長・岐阜県児童館連絡協議会相談役 古田稔幸氏 面談 

(株)岐阜文芸社企画営業グループ課長 曽我部利幸氏 面談 

 


