
会⾧動向（７月） 

日付 曜日 備 考 

１日 水 
㈱セレスポ岐阜支店支店長 町田直樹氏 他 面談 

２日 木 

(社福)可児市社会福祉協議会常務理事 西田清美氏 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 

羽島市グラウンド・ゴルフ協会常任理事会 出席 

 岐阜県グラウンド・ゴルフ協会名誉会長 吉田 昭氏  

 羽島市グラウンド・ゴルフ協会理事長 山田紀武氏 他 協議 

３日 金 

岐阜少年鑑別所法務教官 森島博宣氏 面談 

大垣女子短期大学幼児教育学科学科長・教授 松村 齋氏 

大垣女子短期大学幼児教育学科准教授 垣添忠厚氏 面談 

４日 土 

養老町レクリエーション協会理事会 出席 

 養老町レクリエーション協会会長・岐阜県議会議員 村下貴夫氏 

 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 他 協議 

各務原市レクリエーション協会理事長 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 

 各務原市レクリエーション協会理事長 奥村京子氏 他 協議 

不破郡レクリエーション協会理事会 出席 

 不破郡レクリエーション協会会長・岐阜県バウンドテニス協会理事長 中村喜代彦氏 

 不破郡レクリエーション協会理事長 臼井澄史氏 他 協議 

５日 日 
恵那市レクリエーション協会理事会 出席 

 恵那市レクリエーション協会会長・恵那商工会議所副会頭 竹中道明氏 

 恵那市レクリエーション協会理事長 鈴木茂正氏 他 協議 

７日 火 

岐阜市レクリエーション協会理事会 出席 

 岐阜市レクリエーション協会会長・㈱岐阜新聞社取締役相談役 碓井 洋氏 

 岐阜市レクリエーション協会副会長・（学）春日学園理事長 春日晃章氏 

 岐阜市レクリエーション協会副会長・（社福）和光会副理事長 地守素子氏 

岐阜市レクリエーション協会理事長 福井雅一氏 他 協議 

８日 水 
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 協議 

１１日 土 

飛騨市レクリエーション協会理事会 出席 

 衆議院議員 金子俊平氏 

 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 

 飛騨市シニアクラブ連合会会長 野中孝司氏 他 協議・懇談 

高山レクリエーション協会（高山市・白川村）理事会 出席 

 衆議院議員 金子俊平氏 

 高山レクリエーション協会会長・岐阜県私学団体連合会会長 下屋浩実氏 

 岐阜県フォークダンス連盟参与 上野秋雄氏 

 (学)飛騨学園高山西高等学校副校長 小林隆徳氏 他 協議・懇談 

 



１３日 月 

岐阜県清流の国推進部地域スポーツ課冬季国体推進監 市岡美咲氏 

課長補佐兼冬季国体総務係長 山田和宏氏 面談 

養老町レクリエーション協会事務局長 吉岡邦子氏 面談 

１４日 火 

笠松町レクリエーション協会理事長 出席 

 笠松町レクリエーション協会会長・（社福）羽島郡福寿会理事長 岩井弘栄氏 

 笠松町レクリエーション協会副会長・岐阜県グラウンド・ゴルフ協会会長 廣前 進氏 

 笠松町レクリエーション協会理事長 奥田清保氏 他 協議 

１５日 水 
岐阜県清流の国推進部競技スポーツ課課長 西脇勝己氏 面談 

羽島市民病院院長 大角幸男氏  面談 

１６日 木 

羽島市長 松井 聡氏 面談 

（特非）岐阜県レクリエーション協会理事会 出席 

岐阜県クロリティー協会会長・加茂郡レクリエーション協会会長 井尾達之氏 

 岐阜県グラウンド・ゴルフ協会会長 廣前 進氏 他役員 協議 

１７日 金 

(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 

岐南町議会議長 小島英雄氏 

衆議院議員 武藤容治事務所 秘書 小檜山千代久氏 面談 

岐阜市レクリエーション協会副会長 小原信子氏 協議 

１８日 土 

中津川市レクリエーション協会理事会 出席 

 中津川市レクリエーション協会会長・（学）恵峰学園理事長 丸山充信氏 

 岐阜県民謡連盟理事長 幸脇朝江氏 

 中津川市ミセスフォークダンスクラブ代表 村松ゆみ子氏 他役員 協議 

２０日 月 

岐阜県立岐阜高等学校校長 折戸俊仁氏 

岐阜県立岐阜高等学校教頭 下野宗紀氏 

岐阜県かるた協会会長 川瀬健男氏 面談 

都ホテル岐阜長良川マネージャー 髙田淳次氏 面談 

２１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・ゴルフ協会渉外担当事務局長 丸山慎一氏 協議 

２２日 水 

衆議院議員 武藤容治事務所 秘書 小檜山千代久氏 面談 

岐阜県議会議員 廣瀬 修氏 面談 

輪之内町教育委員会教育課主任 森島 陵氏 面談 

中日新聞本社販売局地域事業部部長 亀井勝則氏 

中日新聞本社販売局地域事業部  畦地真二氏 面談 

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 

２５日 土 
郡上市レクリエーション協会理事会 出席 

 郡上市レクリエーション協会会長 高平忠男氏 他 協議 

 

 

 

 



２７日 月 

岐阜県清流の国推進部次長・ねんりんピック推進事務局長 丸山 淳氏 面談 

岐阜県インディアカ協会参与 和田 功氏 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 

天皇陛下御即位岐阜県奉祝委員会臨時総会 出席 

 日本会議岐阜県本部会長・衆議院議員 古屋圭司氏 

 岐阜県議会議長 森 正弘氏 

天皇陛下御即位岐阜県奉祝委員会会長・㈱十六銀行取締役頭取 村瀬幸雄氏 他 挨拶 

２８日 火 

羽島市長 松井 聡氏 

羽島市議会議員 野口佳宏氏 面談 

「岐阜県新型コロナウイルス感染症対策フォーラム」 参加 

 (パネルディスカッション・パネラー) 

  ぎふ総合健診センター所長 村上啓雄氏 

  愛知医科大学大学院医学研究科臨床感染症学主任教授 三鴨廣繁氏 

  フリーアナウンサー 近藤サト氏 

 岐阜県知事 古田 肇氏 

関ケ原町長 西脇康代氏  

(公財)岐阜県教育文化財団理事長 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  

笠松町レクリエーション協会会長・（社福）羽島郡福寿会理事長 岩井弘栄氏 他 挨拶 

３０日 木 

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 

ねんりんピック推進事務局交流大会係主査 馬淵昭宏氏 面談 

飛騨市レクリエーション協会理事長 清水 貢氏 面談 

岐南町レクリエーション協会理事会 出席 

岐南町レクリエーション協会顧問・岐阜県議会議員 田中勝士氏 

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 

岐南町グラウンド・ゴルフ協会会長 小出悦司氏 他 協議 

３１日 金 

参議院議員 大野泰正事務所 秘書 高井雅之氏 面談 

北方町レクリエーション協会理事会 出席 

 北方町レクリエーション協会会長 古田稔幸氏 他役員 協議 

 


