
会⾧動向（１２月） 

日付 曜日 備 考 

１日 水 

養老町長 大橋 孝氏 面談 

養老町教育委員会教育長 森島惠照氏 面談 

養老町レクリエーション協会理事長・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事務局長 吉岡邦子氏  

養老町教育委員会生涯学習課課長 西脇直樹氏 面談 

羽島市正木小校区子ども会会長 西松幸恵氏 他 面談 

２日 木 

「(一財)国際クラブ杯」第１４回岐阜県グラウンド・ゴルフ中央大会 開会式 出席 

 (一財)国際クラブ専務理事 高橋雄造氏 

 岐阜県グラウンド・ゴルフ協会会長 廣前 進氏 他 交流 

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任 小澤友教氏 面談 

(公財)岐阜県教育文化財団理事長 髙木敏彦氏 面談 

(公社)日本将棋連盟岐阜県支部連合会会長 伊藤 壽氏  

(公社)日本将棋連盟岐阜県支部連合会副会長 細谷純一氏 面談 

大同印刷（株）営業担当 山下文隆氏 面談 

３日 金 
(公財)岐阜県スポーツ協会専務理事 増田和伯氏 面談 

４日 土 

「子どものあそび広場２０２１」～軽スポーツで異世代交流～ 出席 

 衆議院議員・岐阜県レクリエーション協会顧問 武藤容治氏 

 羽島市長・羽島市レクリエーション協会顧問 松井 聡氏 

 岐阜県議会議員・羽島市レクリエーション協会顧問 藤本恵司氏 

 羽島市教育委員会教育長 森 嘉長氏 他 交流 

５日 日 

「ぎふ清流レクリエーションフェスティバル２０２１」 

 第３回岐阜県かるた選手権大会 開会式 出席 

 岐阜県かるた協会会長 川瀬建男氏 他 挨拶 

(社福)登豊会副理事長 近石千恵美氏 挨拶 

岐阜県副知事 河合孝憲氏 挨拶 

６日 月 
羽島市正木小校区子ども会育成協議会会長 西松幸恵氏 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 

７日 火 
(公財)岐阜県スポーツ協会専務理事 増田和伯氏 面談 

８日 水 
輪之内町教育委員会教育課主任 神野裕崇氏 面談 

 

 

 



９日 木 

「ミセスフォークダンス・クリスマスパーティー」 出席 

 岐阜県ミセスフォークダンス協会会長 三島啓子氏  

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 藤原謙介氏 他交流 

「身近な人権を語る会」 出席 

(一財)羽田人権文化基金理事長・弁護士 森川幸江氏 

 岐阜市長 柴橋正直氏 

 大野町長 宇佐美晃三氏 

 岐阜県議会議員 尾藤義昭氏 

 中部学院大学特任教授・十六総研アドバイザー 碓井 洋氏 

 （株）マルエイ取締役名誉会長 澤田榮治氏 

 中日新聞社岐阜支社支社長 山田伝夫氏 

岐阜県自閉症協会会長 水野佐和子氏 他 懇談 

１０日 金 
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 土 

市町村レクリエーション協会活性化研修「ミナレク推進会議」 出席 

 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 藤原謙介氏 

 笠松町レクリエーション協会会長 岩井弘栄氏 

 輪之内町レクリエーション協会会長 片野順三氏 

 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 

 岐阜県ゲートボール協会会長 松村多美夫氏 他 協議 

「懇談会」 出席 

 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 

 羽島市観光協会会長 吉田 登氏 

（株）羽島企画代表取締役社長 宇野恵利子氏 他 懇談 

１３日 月 
少子化担当大臣・衆議院議員 野田聖子事務所秘書 笠井成彦氏 面談 

１５日 水 
岐阜市レクリエーション協会理事・岐阜市ゆっくり空手道主宰 石居幸雄氏 面談 

１６日 木 
（株）クリモト代表取締役社長 栗本久雄氏 面談 

 

 

 

 

 

 

 



１７日  金 

ねんりんピック岐阜２０２１実行委員会第４回常任委員会 出席 

 岐阜県知事 古田 肇氏 

 岐阜県議会議長 佐藤武彦氏 

 (一財)岐阜県老人クラブ連合会会長 木村一義氏 

 (社福)岐阜県社会福祉協議会会長 横井 篤氏 

 (公財)岐阜県教育文化財団理事長 高木敏彦氏 

 (一社)岐阜県障害者スポーツ協会会長 岡本敏美氏 

 岐阜県商工会連合会会長 岡山金平氏 他 協議 

年末挨拶 

 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 

 岐阜県教育委員会教育長 堀 貴雄氏 

 岐阜県清流の国推進部部長 丸山 淳氏 

 岐阜県健康福祉部部長 堀 裕行氏 

 岐阜県清流の国推進部部地域スポーツ課課長 大川 淳氏 

 岐阜県清流の国推進部ねんりんピック推進事務局局長 今井雅信氏 

（株）岐阜新聞社代表取締役社長 矢島 薫氏 挨拶 

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 

１８日 土 
羽島市小熊保育園園長 渡邊享司氏 他 面談 

２０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 

２２日 水 

美濃市長 武藤鉄弘氏 

美濃市レクリエーション協会会長 岩原輝夫氏 面談 

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 牧田秀憲氏 面談 

２３日 木 
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 

大同印刷(株)営業担当 山下隆文氏 面談 

２４日 金 

羽島市長 松井 聡氏 面談 

 

参議院議員 大野泰正事務所秘書 高井雅之氏 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 

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 

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 

岐阜市長 柴橋正直氏 

岐阜市レクリエーション協会副会長 小原信子氏 

岐阜市レクリエーション協会理事長 福井雅一氏 

岐阜市レクリエーション協会副理事長 南谷勝子氏 面談 

岐阜県ライフル射撃協会参事 鷲見勝彦氏 面談 

 



２７日 月 
（株）大垣共立銀行ぎふ県庁支店支店長 所 紗也香氏 

（株）大垣共立銀行ぎふ県庁支店係長 川出和典氏 面談 

２８日 火 

衆議院議員 武藤容治事務所秘書 小檜山千代久氏 面談 

参議院議員 渡辺猛之事務所秘書 大東由幸氏 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 

年末挨拶 

(公財)岐阜県スポーツ協会専務理事 増田和伯氏 

岐阜メモリアルセンター(技研サービス㈱営業所・昭和建物管理㈱・日本ガード㈱) 

 


