
会⾧動向（６月） 

日付 曜日 備 考 

１日 火 

大垣西濃信用金庫営業統括部業務企画課課長 清水康孝氏 面談 

（株）十六銀行地域創生部部長 岩井浩司氏 

（株）十六銀行地域創生部地域創生グループ課長代理 末松佑一朗氏 面談 

２日 水 

ＪＡぎふ代表理事専務 岩佐哲司氏 面談 

岐南町レクリエーション協会総会 出席 

 岐阜県議会議員 田中勝士氏 

 衆議院議員 武藤容治事務所秘書 小檜山千代久氏 

 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  

岐南町レクリエーション協会副会長 伏屋敬介氏 他役員 協議 

３日 木 
(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 

４日 金 
（株）岐阜新聞社営業本部営業局営業部主任 梶原麻里氏 

（株）岐阜新聞社営業本部営業局営業部 土本 遥氏 面談 

６日 日 
羽島市文化協会 第１７回市民芸術祭「狂言と能楽囃子」鑑賞 

 羽島市教育委員会教育長 森 嘉長氏 挨拶 

７日 月 

大垣市長 石田 仁氏 

(特非)大垣市レクリエーション協会会長 安田和夫氏 他 面談 

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 他 面談 

９日 水 

岐阜県キンボールスポーツ連盟理事長 廣瀬友紀氏 面談 

令和６年度国民文化祭 第１回基本構想検討会議 出席 

 座長・岐阜県美術館館長 日比野克彦氏 

 (公財)岐阜県教育文化財団理事長 高木敏彦氏 

 岐阜県芸術文化会議会長 土屋明之氏 

 岐阜県地歌舞伎保存振興協議会会長 小栗幸江氏 

 岐阜県観光国際戦略アドバイザー 古田菜穂子氏 他 協議 

(学)高砂学園理事会・監事会・評議員会 出席 

 (学)高砂学園理事長 高砂房子氏 

羽島幼稚園園長 高砂秀利氏 

笠松幼稚園園長 川田副武氏 

はしま西幼稚園園長 高砂知明氏 他 協議 

１０日 木 

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 

名鉄観光サービス（株）岐阜支店支店長 中島優人氏 面談 

演出家・(公財)岐阜県教育文化財団総合プロデューサー 小島紀夫氏 面談 

岐阜県ミセスフォークダンス協会理事長 古谷 妙氏 面談 

 

 



１２日 土 

高山レクリエーション協会総会 出席 

 高山レクリエーション協会会長・(学)飛騨学園理事長 下屋浩実氏 

 岐阜県議会議員 高殿 尚氏 

 高山市教育委員会教育長 中野谷康司氏 他役員 協議 

１４日 月 

(公財)岐阜県教育文化財団理事会 出席 

(公財)岐阜県教育文化財団理事長 高木敏彦氏 他理事 協議 

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 

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 火 
岐南町レクリエーション協会３役会 出席 

 岐南町レクリエーション協会会長 近石千恵美氏 

 岐南町レクリエーション協会副会長 伏屋敬介氏 他 協議 

１６日 水 
(公財)日本レクリエーション協会評議員会(オンライン) 出席 

 (公財)日本レクリエーション協会理事長 樋口修資氏 他役員 協議 

１７日 木 
「ねんりんピック岐阜２０２１」総合開会式オープニング打合せ会 出席 

 演出家・(公財)岐阜県教育文化財団総合プロデューサー 小島紀夫氏 他 協議 

１８日 金 
岐阜県清流の国推進部ねんりんピック推進事務局式典運営係長 谷岡良一氏 

岐阜県清流の国推進部ねんりんピック推進事務局式典運営係主査 淵上智貴氏 面談 

１９日 土 
岐阜県ミセスフォークダンス協会理事長 古谷 妙氏 面談 

２０日 日 

不破郡レクリエーション協会総会 出席 

 不破郡町長会会長・関ケ原町長 西脇康世氏 

 垂井町長 早野博文氏 

 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 他役員 協議 

岐阜県議会議員 藤墳 守氏 面談 

ねんりんピック岐阜２０２１・ふれあいレク大会「パターゴルフ」 

ぎふ清流レクリエーションフェスティバルin西濃 打合せ会 出席 

 輪之内町レクリエーション協会会長 片野順三氏 

 輪之内町レクリエーション協会理事 辻 稔氏 

 岐阜県パターゴルフ協会理事長 森島 陵氏 

 岐阜県パターゴルフ協会副理事長 北島ツヤコ氏 他 協議 

２１日 月 
(公財)日本３Ｂ体操協会岐阜県支部役員 伊藤典子氏 面談 

２２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 

(社福)登豊会副理事長 近石千恵美氏 面談 

２５日 金 
岐阜県マンカラ協会役員と協議 

羽島市観光協会会長 吉田 登氏 面談 

２６日 土 

郡上市レクリエーション協会総会 出席 

 郡上市レクリエーション協会顧問・岐阜県議会議員 野島征夫氏 

 郡上市レクリエーション協会会長 高平忠男氏 

郡上おどり保存会会長 藤田正光氏 他役員 協議 

 



２８日 月 

(岐阜県秘書課挨拶訪問) 

 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 他事務局 挨拶 

岐阜県グラウンド・ゴルフ協会会長 廣前 進氏 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 

２９日 火 

ＪＡぎふ 羽島グループ統括支店長 村瀬吉範氏 面談 

羽島市観光協会会長 吉田 登氏 面談 

可児市副市長 髙木伸二氏 

可児市レクリエーション協会会長 田渕竜也氏 

可児市レクリエーション協会理事長 浦田則臣氏 面談 

３０日 水 
岐阜県キンボールスポーツ連盟副会長 豊島保夫氏 他役員 面談 

 


