
会⾧動向（８月） 

日付 曜日 備 考 

１日 日 

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 粕谷玲子氏 

羽島市議会副議長 野口佳宏氏 他 挨拶 

ねんりんピック岐阜２０２１「パターゴルフ・輪之内町」競技会場 

ぎふ清流レクリエーションフェスティバル西濃圏域会場(輪之内町) 視察・打合せ会 出席 

２日 月 

羽島市長 松井 聡氏 

羽島市副市長 石黒恒雄氏 

羽島市顧問 河出弘行氏 他 挨拶 

参議院議員 大野泰正事務所 挨拶 

(公社)日本３Ｂ体操協会岐阜県支部役員 伊藤典子氏 面談 

３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 

６日 金 

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 協議 

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 

瑞浪中学校教頭 安藤 宏氏 面談 

衆議院議員 古屋圭司事務所秘書 古屋一郎氏 面談 

７日 土 

清流の国ぎふ芸術祭「第３回ぎふ美術展」表彰式及び開場式 出席 

 岐阜県知事 古田 肇氏 

 岐阜県議会議長 佐藤武彦氏 

 (公財)岐阜県教育文化財団財団理事長 高木敏彦氏 

 ぎふ善意通訳ガイドネットワーク会長 河合雅子氏 他 挨拶 

８日 日 

岐阜県キンボールスポーツ連盟総会 出席 

 岐阜県キンボールスポーツ連盟会長・岐阜県議会議員 田中勝士氏 

 岐阜県キンボールスポーツ連盟副会長・羽島市議会議員 豊島保夫氏 

参議院議員 渡辺猛之事務所秘書 大東由幸氏 他 協議 

美濃加茂市レクリエーション協会総会 出席 

 衆議院議員 金子俊平氏 

 参議院議員 渡辺猛之事務所秘書 長谷川英樹氏 

 美濃加茂市長 伊藤誠一氏 

 美濃加茂市レクリエーション協会会長・美濃加茂市議会議長 牧田秀憲氏 

美濃加茂市レクリエーション協会理事長・岐阜県ユニカール協会会長 竹本康史氏  

岐阜県マンカラ協会副会長 林 美貴子氏 他役員 協議 

 

 

 



１０日 火 

岐阜県副知事 河合孝憲氏 面談 

岐阜県清流の国推進部ねんりんピック推進事務局総括監兼事務局次長 上谷禎之氏 

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 

岐阜県ミセスフォークダンス協会理事長 古谷 妙氏 面談 

１１日 水 
(公財)岐阜県教育文化財団理事長 高木敏彦氏 面談 

「紙すきのうた」キャストによるコンサート「てんぐじょう紙」鑑賞 

１２日 木 

(社福)登豊会副理事長・岐南町レクリエーション協会会長 近石千恵美氏 

(社福)登豊会事務長 木村 潔氏 

（有）近藤建築代表取締役社長 近藤裕貴氏 

（株）岐阜会館代表取締役社長 長谷川 淳氏 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 

岐阜市レクリエーション協会理事 今井喜彦氏 面談 

(公社)３Ｂ体操協会岐阜県支部支部長 坂下真弓氏 

(公社)３Ｂ体操協会岐阜県支部役員 菅原敦子氏  

(公社)３Ｂ体操協会岐阜県支部役員 髙橋惠子氏 

(公社)３Ｂ体操協会岐阜県支部役員 伊藤典子氏 協議 

羽島市パラリンピック・ねんりんピック岐阜２０２１炬火採火式 出席 

 羽島市長 松井 聡氏 

 岐阜県議会議員 藤本恵司氏 

 羽島市教育委員会教育長 森 嘉長氏 他 挨拶 

１３日 金 

演出家・(一社)岐阜県レクリエーション協会アドバイザー 小島紀夫氏  

岐阜県清流の国推進部ねんりんピック推進事務局次長 市岡美咲氏 他 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 

１６日 月 
岐阜県議会企画経済委員会委員長 布俣正也氏 来訪 

１７日 火 
ＤＲＡＧＯＮＧＡＴＥ ＪＡＰＡＮ所属プロレスラー 箕浦康太氏 

大同印刷（株）営業担当 山下隆文氏 面談 

１８日 水 

岐阜県知事 古田 肇氏 面談 

岐阜県副知事 平木 省氏 面談 

岐阜県副知事 河合孝憲氏 面談 

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ねんりんピック推進事務局総括監兼事務局次長 上谷禎之氏 

岐阜県清流の国推進部ねんりんピック推進事務局次長 市岡美咲氏 他 面談 

参議院議員 渡辺猛之事務所秘書 大東由幸氏 他 面談 

１９日 木 

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 

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 

（株）クリモト代表取締役社長 栗本久雄氏 面談 

 



２０日 金 

朝日大学学事一課部長 杉山英一氏 面談 

岐阜県マンカラ協会副会長 林 美貴子氏 面談 

(公財)岐阜県教育文化財団理事長 髙木敏彦氏 面談 

２１日 土 

各種団体との意見交換会 出席 

 岐阜県クロリティー協会会長 井尾達之氏 

 岐阜県グラウンド・ゴルフ協会会長 廣前 進氏 

 岐阜ミニテニス協会相談役 金井伍雄氏 

岐阜県ミセスフォークダンス協会理事長 古谷 妙氏 他 懇談 

２３日 月 

「岐阜女子大学生によるＳＤＧs書展」鑑賞 

岐阜女子大学学長 松川禮子氏 

ぎふ善意通訳ガイドネットワーク代表 河合雅子氏 

書家・岐阜女子大学文化創造学部文化創造学科教授 安藤秀川氏 懇談 

衆議院議員 武藤容治事務所秘書 小檜山千代久氏 面談 

２４日 火 
名鉄観光サービス（株）岐阜支店支店長 中島優人氏 面談 

２５日 水 
演出家・(一社)岐阜県レクリエーション協会アドバイザー 小島紀夫氏 面談 

(公財)岐阜県スポーツ協会競技スポーツ課課長 若松卓郎氏 面談 

２６日 木 

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 

(公社)日本３Ｂ体操協会岐阜県支部役員 髙橋惠子氏 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 

２７日 金 

羽島市教育委員会も教育長 森 嘉長氏 

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推進係長 中尾 聡氏 面談 

衆議院議員 武藤容治事務所秘書 小檜山千代久氏 面談 

羽島市観光協会会長 吉田 登氏 他 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 

３０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 

３１日 火 
(公財)岐阜県スポーツ協会常務理事 原 克彦氏 面談 

 

 

 


