
会⾧動向（９月） 

日付 曜日 備 考 

１日 火 
(株) 岐阜文芸社企画営業グループ課長 曽我部利幸氏 面談 

大垣共立銀行(株)ぎふ県庁支店係長 川出和典氏 面談 

2 日 水 

(株)高修営業担当 髙橋鏡充氏 面談 

 

(株)宣廣社プランナー・羽島市レクリエーション協会理事 山田博之氏 面談 

 

岐阜県警察本部生活安全部生活安全総務課特殊詐欺対策課警部補 糸魚川聖子氏 

岐阜県警察本部生活安全部生活安全総務課特殊詐欺対策主任巡査部長 栃井勇太氏 面談 

５日 土 

第５２回羽島市グラウンド・ゴルフ大会開会式 出席 

 羽島市長 松井 聡氏 

 岐阜県グラウンド・ゴルフ協会会長 廣前 進氏 他 懇談 

揖斐川町レクリエーション協会組織再編会議 出席 

 揖斐川町レクリエーション連盟会長 橋本孝一氏 

 揖斐川町レクリエーション連盟副会長 山﨑良明氏 他役員 協議 

関市レクリエーション協会組織再編会議 出席 

 関市レクリエーション協会会長 春見 隆氏 他役員 協議 

７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 

 

９日 水 

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 

岐阜県清流の国推進部地域スポーツ課課長補佐兼冬季国体運営係長 長屋史明氏 面談 

岐阜市鷺山ウォーキングクラブ代表 河合輝久氏 面談 

北方町レクリエーション協会会長 古田稔幸氏 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・次長 今井雅信氏 他 面談 

名鉄観光サービス(株)中部営業本部執行役員副本部長兼営業管理部長 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 

１０日 木 
羽島市立西部幼稚園園長 小林美雪氏 面談 

１１日 金 

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

岐阜県スポーツウエルネス吹矢協会会長 山田敏幸氏 

岐阜県スポーツウエルネス吹矢協会事務局長 奥田治男氏 面談 

岐阜県グラウンド・ゴルフ協会会長 廣前 進氏 面談 

山県市レクリエーション協会会長 堀 佳子氏 他 協議 

 

 

 

 



１２日  土 

フォーラム出席 

衆議院議員 武藤容治氏 

 岐阜県議会議員 猫田 孝氏 

 岐阜県議会議員 村下貴夫氏 

 羽島市長 松井 聡氏 

 瑞穂市長 森 和之氏 

 ＪＡめぐみの代表理事組合長 山内清久氏 

（一社）関市観光協会会長 岡田忠敬氏 他 挨拶・懇談 

１４日 月 

岐南町長 松原秀安氏 面談 

笠松町長 古田聖人氏  

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

岐阜県スポーツグランプリ表彰受賞者 加藤峰子氏 面談 

１５日 火 

故 瑞浪市レクリエーション協会会長 小栗榮輝氏 通夜 参列 

 (株)日吉ハイランド日吉ハイランド俱楽部支配人 小栗大樹氏 

 岐阜県知事 古田 肇氏 

 瑞浪市長 水野光二氏 

 岐阜県議会議員 小川祐輝氏 他 挨拶 

１６日 水 

故 瑞浪市レクリエーション協会会長 小栗榮輝氏 告別式 参列 

 (株)日吉ハイランド日吉ハイランド俱楽部支配人 小栗大樹氏 

 瑞浪市長 水野光二氏 

 （公財）岐阜県教育文化財団理事長 高木敏彦氏 他 挨拶 

１７日 木 

岐南町グラウンド・ゴルフ大会 開会式 出席 

岐南町長 松原秀安氏 面談 

岐南町グラウンド・ゴルフ協会会長 小出悦治氏 他 挨拶 

元岐南町消防団団長 森川眞和氏 面談 

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 

１８日 金 

岐阜市鷺山ウォーキングクラブ行事 開会式 出席 

 岐阜市鷺山ウォーキングクラブ代表 河合輝久氏 他 懇談 

公財）岐阜県教育文化財団理事長 高木敏彦氏 面談 

山県市レクリエーション協会会長 堀 佳子氏 面談 

日本タスポニー協会会長 山口栄三氏 面談 

不破郡レクリエーション協会事務局長 宮原紀子氏 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 

１９日 土 

岐阜県インディアカ協会副会長 伊藤 賢氏 面談 

独立行政法人 国立青少年教育振興機構助成事業（ゆめ基金） 

「子どものあそび広場２０２０～軽スポーツで異世代交流～」 出席 

 朝日大学教授 簗瀬 歩氏 

 岐阜県ターゲット・バードゴルフ協会理事長 那波哲也氏 

 岐阜市レクリエーション協会事務局次長 村木直美氏 他 交流 

 

 



２２日 火 

ぎふ清流レクリエーションフェスティバル 

「パドルテニス大会」開会式 出席 

 多治見市長 古川雅典氏 

 岐阜県議会議員・多治見レクリエーション協会会長 山本勝敏氏 

 岐阜県パドルテニス協会会長 藤村正美氏 他 挨拶 

ぎふ清流レクリエーションフェスティバル「東濃圏域レクイベント」打合せ会・会場下見 

 土岐市レクリエーション協会理事長 小村智恵美氏 

 多治見市レクリエーション協会理事長 菅原敦子氏 他 協議 

２３日 水 
ＤＲＡＧＯＮＧＡＴＥ ＪＡＰＡＮ所属 

オープン・ザ・ツインゲート統一タッグチャンピオン プロレスラー 箕浦康太氏 面談 

２５日 金 
揖斐川町長 富田和弘氏 面談 

２７日 日 

ぎふ清流レクリエーションフェスティバル「ウォークラリー」打合せ会 出席 

 美濃市レクリエーション協会理事長 田村禎章氏 他 協議 

岐阜県営公園活用イベント(岐阜メモリアルセンター芝生広場) 出席 

 朝日大学教授 簗瀬 歩氏 

岐阜市レクリエーション協会事務局次長 村木直美氏 他 交流 

２８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 

岐阜県グラウンド・ゴルフ協会会長 廣前 進氏 面談 

瑞穂市レクリエーション協会理事長 三島啓子氏 面談 

２９日 火 
山県市長 林 宏優氏 面談 

山県市レクリエーション協会会長 堀 佳子氏 他役員 協議 

３０日 水 
(株)技研サービス岐阜メモリアルセンター営業所 朝礼 出席 

 


