
会⾧動向（１０月） 

日付 曜日 備 考 

１日 金 
神戸町レクリエーション協会会長 若松卓郎氏 面談 

２日 土 

羽島市レクリエーション協会理事会 出席 

 衆議院議員 武藤容治氏 

 岐阜県グラウンド・ゴルフ協会参与 山田紀武氏 

 岐阜県スポーツウエルネス吹矢協会会長 山田敏幸氏 

 岐阜県民踊連盟副会長 田中保夫氏 

 岐阜県キンボールスポーツ連盟副会長 廣瀬友紀氏 他 協議 

衆議院議員 武藤容治氏 

(一社)岐阜土木工業会理事長 南谷茂伸氏 

(公社)岐阜県宅地建物取引業協会相談役 箕浦茂幸氏 

羽島市円空顕彰会会長 吉田 登氏 他 懇談 

４日 月 

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 他 面談 

(公財)岐阜県教育文化財団理事長 高木敏彦氏 面談 

(特非)大垣市レクリエーション協会会長 安田和夫氏 面談 

５日 火 

「レクリエーション活動の再開に向けた新型コロナウイルス感染症拡大予防ガイドライン」 

検討会 出席 

 羽島市民病院 技術主幹感染管理認定看護師 大村 学氏 

 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 

岐阜市レクリエーション協会副会長 小原信子氏 

(特非)大垣市レクリエーション協会理事長 日比千穂氏 他 協議 

(特非)岐阜県レクリエーション協会理事会 出席 

 岐阜県ターゲット・バードゴルフ協会会長 長谷部光由氏 

 岐阜県ミセスフォークダンス協会理事長 古谷 妙氏 

 加茂郡レクリエーション協会理事長 林 美貴子氏 

 笠松町レクリエーション協会参与 木村すみ子氏 他 協議 

(一社)岐阜県レクリエーション協会理事会 出席 

 朝日大学教授 簗瀬 歩氏 

 不破郡レクリエーション協会会長 中村喜代彦氏 

 岐阜県パドルテニス協会会長 藤村正美氏 

 岐阜県かるた協会会長 川瀬建男氏 

 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 他 協議 

６日 水 

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 

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文化福祉事業係主任 猪俣成生氏 面談 

令和４年度(一社)岐阜県レクリエーション協会新規職員採用面接試験 出席 

岐阜県議会議員・本巣市レクリエーション協会会長 松村多美夫氏 面談 

 



７日 木 

羽島市長 松井 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 

岐阜県立羽島高等学校同窓会理事会 出席 

 岐阜県立羽島高等学校校長 後藤周太郎氏 

 岐阜県立羽島高等学校同窓会副会長・羽島市議会議員 安井智子氏 他役員 協議 

８日 金 

中部学院大学短期大学部助教・関市レクリエーション協会事務局長 小椋優作氏 面談 

(公財)岐阜県教育文化財団理事長 高木敏彦氏 

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 挨拶 

岐阜県清流の国推進部ねんりんピック推進事務局事務局長 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課長補佐兼企画係長 伊東邦昭氏 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 

９日 土 

衆議院議員 武藤容治氏 

岐阜県議会議長 佐藤武彦氏 

岐阜県議会議員 藤本恵司氏 他 挨拶・懇談 

みんなのスポーツレクリエーション祭(県営各務原公園) 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 他役員 交流 

内閣府少子化担当大臣・衆議院議員 野田聖子氏 

国土交通副大臣・参議院議員 渡辺猛之氏 

参議院議員 大野泰正氏 

岐阜県知事 古田 肇氏 

岐阜市長 柴橋正直氏 

岐阜県農業協同組合連合会会長 櫻井 宏氏 

岐阜県議会議員 玉田和浩氏 

岐阜県私学団体連合会会長 下屋浩美氏 他 挨拶・懇談 

１０日 日 

ぎふ清流レクリエーションフェスティバル２０２１・５圏域レクイベントin東濃 出席 

 衆議院議員・岐阜県レクリエーション協会顧問 古屋圭司氏 

 瑞浪市長・瑞浪市レクリエーション協会顧問 水野光二氏 

 岐阜県議会議員・多治見市レクリエーション協会会長 山本勝敏氏 他 交流 

１２日 火 
名鉄観光サービス（株）中部営業本部執行役員副本部長 種瀬徹也氏 

名鉄観光サービス（株）岐阜支店支店長 中島優人氏 面談 

１３日 水 
岐阜県ジョギング協会理事長 高橋 睦氏 面談 

衆議院議員 野田聖子事務所秘書 笠井成彦氏 面談 

１４日 木 
岐阜県ライフル射撃協会理事長 鷲見勝彦氏 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 

１５日 金 

羽島市長 松井 聡氏 

羽島商工会議所会頭 髙木 力氏 面談 

岐阜県議会議員 藤本恵司氏 面談 

１７日 日 

「ぎふ清流レクリエーションフェスティバル２０２１ ５圏域イベントin飛騨」出席 

 飛騨市長 都竹淳也氏 

 飛騨市レクリエーション協会会長・岐阜県議会議員 布俣正也氏 

 高山市レクリエーション協会副会長 上野秋雄氏 

 下呂市レクリエーション協会会長 駒田 誠氏 他 交流 

 



１８日 月 

羽島市健康体操教室 出席 

 (公財)日本３Ｂ体操協会岐阜県支部役員 髙橋惠子氏 他 交流 

羽島市レクリエーション協会副会長 小川勇美子氏 面談 

神戸町レクリエーション協会会長 若松卓郎氏 面談 

１９日 火 

前衆議院議員 武藤容治氏 

岐阜県議会議員 猫田 孝氏 

岐阜県議会副議長 松岡正人氏 

岐阜県議会議員 田中勝士氏 他 挨拶 

参議院議員 大野泰正氏 

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 

(一社)岐阜土木工業会理事長 南谷茂伸氏 

岐阜県看護連盟会長 伊川順子氏 

(学)高砂学園理事長 高砂房子氏 他 挨拶 

岐阜県議会議員 長屋光征氏 

(一財)国際クラブ専務理事 高橋雄造氏 他 懇談 

２０日 水 

岐阜市鷺山ウォーキングクラブ代表 河合輝久氏 面談 

岐阜県グラウンド・ゴルフ協会会長 廣前 進氏 面談 

岐阜市ぎふ魅力づくり推進部市民スポーツ課スポーツ振興係長 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振興係  小塚崇広氏 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 

２１日 木 

笠松刑務所運動会ダンス練習会 指導 

(学)高砂学園はしま西幼稚園園長 高砂知明氏 面談 

(学)高砂学園はしま西幼稚園・年中組親子レクリエーション行事 指導 

２２日 金 

前衆議院議員 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 

羽島市議会議員 南谷佳寛氏 他 挨拶 

挨拶・面談 

福寿工業（株）代表取締役社長 髙木 豊氏 

丸栄コンクリート工業（株）代表取締役社長 棚橋 肇氏 

森白製菓（株）代表取締役社長 森 充広氏 

長谷虎紡績（株）代表取締役社長 長谷享治氏 

（株）吉川組代表取締役社長 代表取締役 吉川 仁氏 

(社福)はしま理事長 森川貞秋氏 

三恵工業（株）代表取締役社長 小嶋一浩氏 

丸勝南谷建設（株）代表取締役社長 南谷義司氏 

（株）川瀬組代表取締役社長 川瀬嘉洋氏 

（株）三心店長 浅見尚彦氏 

岐阜市レクリエーション協会副会長 小原信子氏 面談 

(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 



２３日 土 

前衆議院議員 武藤容治氏 

参議院議員 大野泰正氏 

岐阜県議会議員 水野吉近氏 

羽島市長 松井 聡氏 

岐阜県議会議員 水野吉近氏 

(一社)岐阜土木工業会理事長・日東工業（株）代表取締役社長 南谷茂伸氏 他 挨拶 

２５日 月 

参議院議員 大野泰正事務所秘書 齋藤誉浩氏 面談 

(社福)豊寿会理事長 豊田正孝氏 面談 

「第２期 清流の国ぎふスポーツ推進計画」策定委員会 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 

 (一社)岐阜県障害者スポーツ協会会長 岡本敏美氏 他 協議 

前衆議院議員 武藤容治氏 

羽島市長 松井 聡氏 

(社福)岐阜羽島ボランティア協会理事長 川合宗次氏 他 懇談 

前衆議院議員 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 他 挨拶 

２６日 火 
衆議院議員 野田聖子事務所秘書 笠井成彦氏 面談 

２７日 水 

岐阜県議会議員 廣瀬 修氏 面談 

岐阜県健康マージャン協会理事長 山田和弘氏 

（株）大垣共立銀行個人営業部部長代理 丹羽泰啓氏 

（株）大垣共立銀行個人営業部調査役 奥村 慎氏 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 

２８日 木 

前衆議院議員 武藤容治夫人 武藤真砂美氏 

羽島市長 松井 聡氏  

羽島市副市長 石黒恒雄氏 懇談 

挨拶・面談 

羽島市観光協会会長 吉田 登氏  

 羽島市円空顕彰会事務局長 加藤 奨氏 

大日産業（株）代表取締役社長 林 幹根氏  

 カワボウテキスチャード（株）代表取締役会長 川島誠之氏 

 カワボウテキスチャード（株）代表取締役社長 川島和之氏 

三星毛糸（株）代表取締役社長 岩田真吾氏 他 

岐阜県スポーツウエルネス吹矢協会会長 山田敏幸氏 面談 

羽島市レクリエーション協会副理事長 水谷千枝氏 他役員 面談 

羽島市グラウンド・ゴルフ協会理事長 山田紀武氏 面談 

岐阜県オリエンテーリング協会常任理事 牧ケ野敏明氏 面談 

 

 



２９日 日 

笠松刑務所運動会 指導 

 笠松刑務所所長 松谷憲一氏 懇談 

ぎふ清流レクリエーションフェスティバル２０２１in岐阜 準備状況視察 

 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 

３０日 土 

ぎふ清流レクリエーションフェスティバル２０２１in岐阜 出席 

 岐阜県知事 古田 肇氏 

 岐阜県議会議長 佐藤武彦氏 

 岐阜県市長会副会長・本巣市長 藤原 勉氏 

 岐阜県議会議員 玉田和浩氏 

 岐阜市レクリエーション協会会長・（株）岐阜新聞社代表取締役社長 矢島 薫氏 

 (公財)岐阜県教育文化財団理事長 高木敏彦氏 

 (公財)岐阜県スポーツ協会専務理事 増田和伯氏 他 交流 

３１日 日 

少子化担当大臣・衆議院議員 野田聖子氏 

衆議院議員 武藤容治氏 

岐阜県議会議長 佐藤武彦氏 

岐阜県議会議員 玉田和浩氏 

各務原市長 浅野健司氏 

羽島市長 松井 聡氏 

美濃市長 武藤鉄弘氏 

瑞穂市長 森 和之氏 他 挨拶 

 


