
会⾧動向（５月） 

日付 曜日 備 考 

３日 月 
(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 

岐阜市レクリエーション協会副理事長 石居太郎氏 面談 

４日 火 
第３３回岐阜スポーツフェア２０２１「バウンドテニス大会」開会式 出席 

 岐阜県バウンドテニス協会会長 近藤 登氏 

 岐阜県バウンドテニス協会理事長 中村喜代彦氏 他 交流 

６日 水 

(公社)日本３Ｂ体操協会岐阜県支部支部長 坂下真弓氏 

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  他役員 面談 

岐阜県ターゲット・バードゴルフ協会顧問 豊島保夫氏 面談 

７日 金 
衆議院議員 武藤容治事務所秘書 小檜山千代久氏 面談 

羽島市正木小校区子ども会育成会会長 西松幸恵氏 面談 

９日 日 

可児市レクリエーション協会総会 出席 

 岐阜県議会議員 小原 尚氏 

 衆議院議員 金子俊平事務所秘書 髙木将延氏 

 可児市レクリエーション協会会長 田渕竜也氏  

 (一社)銀座スポーツ吹矢俱楽部岐阜県総支部総支部長 浦田則臣氏 他 協議 

１０日 月 

岐阜県グラウンド・ゴルフ協会会長 廣前 進氏 面談 

参議院議員 大野泰正事務所秘書 高井雅之氏 面談 

岐阜市レクリエーション協会副会長 小原信子氏 面談 

１１日 火 
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 面談 

１２日 水 

岐阜県インディアカ協会会長・岐阜県議会議員 玉田和浩氏 面 

(公社)日本３Ｂ体操協会岐阜県支部役員 伊藤典子氏 面談 

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 面談 

１３日 木 

第３回岐阜県「新スポーツ推進計画(仮称)」策定委員会WEB会議 出席 

 朝日大学学長 大友克之氏 

 (公財)岐阜県スポーツ協会専務理事 増田和伯氏 

 岐阜聖徳学園大学教育学部教授 安田和夫氏 他委員 協議 

１４日 金 
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 

１５日 土 

「令和３年度(特非)岐阜県レクリエーション協会総会」 

「(一社)岐阜県レクリエーション協会設立総会」 出席 

 岐阜県知事 古田 肇氏 (リモート出席) 

 衆議院議員 武藤容治氏 

 岐阜県レク協会加盟団体連絡協議会会長・岐阜県議会議員 玉田和浩氏 

 岐阜県警察本部生活安全部部長 佐名康太氏 

 昭和コンクリート工業（株）名誉会長 村瀬恒治氏 他 協議 



１６日 日 
山県市レクリエーション協会総会 出席 

 岐阜県議会議員 恩田佳幸氏 

 山県市レクリエーション協会会長 河野 隆氏 他 協議 

１７日 月 

(県庁秘書課挨拶) 

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 面談 

岐阜県警察本部生活安全部部長 佐名康太氏 面談 

神戸町レクリエーション協会会長 若松卓郎氏 面談 

(公財)岐阜県スポーツ協会総合型クラブアドバイザー 藤堂綾子氏 面談 

１８日 火 
岐阜県立羽島高等学校同窓会役員会 出席 

１９日 水 

瑞浪市レクリエーション協会総会 出席 

 瑞浪市レクリエーション協会会長・(学)安達学園中京高校理事長 安達弘城氏 

 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 他役員 協議 

瑞浪市レクリエーション協会会長・(学)安達学園中京高校理事長 安達弘城氏 

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  

瑞浪市レクリエーション協会副会長・美濃歌舞伎保存会会長 小栗幸江氏 

衆議院議員 古屋圭司事務所秘書 古屋一郎氏 

(社福)岐阜県共同募金会会長 日比野 昭氏 他 懇談 

多治見市レクリエーション協会総会 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 古川雅典氏 

 衆議院議員 古屋圭司事務所秘書 古屋一郎氏 

 (社福)多治見市社会福祉協議会会長 今枝寛彦氏 

 岐阜県パドルテニス協会会長 藤村正美氏 

 岐阜県インディアカ協会副会長 渡辺紘吉氏 

 多治見市レクリエーション協会理事長 菅原敦子氏 他役員 協議 

故 岐阜県ペタンク協会事務局長・多治見市議会議員 松浦利実氏 通夜式参列 

２０日 木 

瑞穂市レクリエーション協会副会長 田村禎章氏 協議 

多治見市レクリエーション協会理事長 菅原敦子氏 面談 

本巣市レクリエーション協会総会 出席 

 本巣市レクリエーション協会会長・岐阜県議会議員 松村多美夫氏 

 衆議院議員 武藤容治事務所秘書 小檜山千代久氏 

 岐阜県グラウンド・ゴルフ協会副会長 福田仁巳氏 他 協議 

２１日 金 

瑞穂市レクリエーション協会総会 出席 

瑞穂市レクリエーション協会会長・(公財)岐阜県教育文化財団理事長 高木敏彦氏 

瑞穂市長 森 和之氏 

岐阜県議会議員 森 治久氏 

衆議院議員 武藤容治事務所秘書 小檜山千代久氏 他役員 協議 

 

 



２２日 土 

揖斐川町レクリエーション協会総会 出席 

 岐阜県議会議員 所 竜也氏  

 揖斐川町レクリエーション協会会長・岐阜県インディアカ協会副会長 澤田利之氏 

揖斐川町視聴覚連絡協議会会長 山崎良明氏 他役員 協議 

海津市レクリエーション協会総会 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 

 海津市長 横川真澄氏 

 岐阜県身体障害者福祉協会海津市支部長 石川敬一郎氏 他役員 協議 

故 岐阜市議会議員 長屋千歳氏 通夜式 参列 

２３日 日 

(特非)大垣市レクリエーション協会総会 出席 

 大垣市長 石田 仁氏 

 衆議院議員 棚橋泰文事務所秘書 和波左江子氏 

 (特非)大垣市レクリエーション協会会長 安田和夫氏 他役員 協議 

２４日 月 
揖斐川町レクリエーション協会会長・岐阜県インディアカ協会副会長 澤田利之氏 面談 

２６日 水 

「ぎふ清流レクリエーションフェスティバル」協賛企業・団体 訪問 

 （株）トーカイ 

 アピ（株） 

 （株）岐阜文芸社 

 昭和コンクリート工業（株） 

 （株）安部日鋼工業 

 日本ガード（株） 

 岐阜乗合自動車（株） 

 ハビックス（株） 

 （株）電算システム 

 医療法人社団登豊会 

 医療法人和光会 

 学校法人春日学園 

 医療法人社団英集会 

２７日 木 

「ぎふ清流レクリエーションフェスティバル」協賛企業・団体 訪問 

 セイノーホールディングス（株） 

 (公財)田口福寿会 

 （株）大垣共立銀行 

 イビデン（株） 

 太平洋工業（株） 

 サンメッセ（株） 

 日本耐酸壜工業（株） 

 （株）セリア 

羽島市副市長 石黒恒雄氏 挨拶 

 

 

 

 



２８日 金 

(一財)国際クラブ名誉理事長 青山 馥氏 

(一財)国際クラブ名誉専務理事 高橋雄造氏 面談 

関市レクリエーション協会総会 出席 

 関市長 尾関健治氏 

 衆議院議員 武藤容治事務所秘書 伊藤康男氏 

 関市レクリエーション協会会長 春見 隆氏 他役員 協議 

美濃市レクリエーション協会総会 出席 

 美濃市長 武藤鉄弘氏 

 衆議院議員 武藤容治事務所秘書 伊藤康男氏 

 美濃市レクリエーション協会会長 岩原輝夫氏 他役員 協議 

２９日 土 

土岐市レクリエーション協会総会 出席 

 岐阜県議会議員 山内房壽氏 

 衆議院議員 古屋圭司事務所秘書 古屋一郎氏 

 土岐市長代理・土岐市教育委員会事務局長 松原裕一氏 

 土岐市レクリエーション協会会長 小村智恵美氏 他役員 協議 

３１日 月 
オレンジリボン岐阜ネット会長・(社福)日本児童育成園園長 長縄良樹氏 面談 

岐阜市レクリエーション協会副会長 小原信子氏 面談 

 


