
会⾧動向（１０月） 

日付 曜日 備 考 

１日 木 
参議院議員 渡辺猛之事務所 秘書 大東由幸氏 面談 

可児市レクリエーション協会理事長 浦田則臣氏 面談 

2 日 金 

岐阜県議会議員 岩井豊太郎氏 

岐阜県議会議員 村下貴夫氏 

岐阜県議会議員 山本勝敏氏 

岐阜県議会議員 長屋光征氏 

岐阜県議会議員 布俣正也氏 他 挨拶 

岐阜県議会議長 森 正弘氏 面談 

3 日 土 
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 他 挨拶 

4 日 日 

前 揖斐川町議会議員 岩間 誠氏 

岐阜県議会議員 伊藤秀光氏 

岐阜県議会議員 国枝慎太郎氏 

岐阜県議会議員 所 竜也氏 他 挨拶 

５日 月 
（一社）ブルーエッグ代表理事・プロジューサー 栗本孝平氏 

（株）シティエフエムぎふ 片桐奈央子氏 面談 

６日 火 
（社福）登豊会うれしの認定こども園園長 萩野道世氏 面談 

（社福）登豊会うれしの東保育園園長 加藤志保氏 面談 

７日 水 

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 

瑞穂市長 森 和之氏 面談 

瑞穂市レクリエーション協会会長 高木敏彦氏 

瑞穂市レクリエーション協会理事長 三島啓子氏 協議 

８日 木 

(社福)安八町社会福祉協議会 訪問 

安八町教育委員会生涯学習課課長 今村厚士氏 挨拶 

安八町総合体育館館長 西松一博氏  

(特非)大垣市レクリエーション協会理事長 日比千穂氏 

安八町レクリエーション協会理事長 坂 由紀子氏 協議 

海津市市民環境部部長 寺村典久氏 

海津市産業経済部商工観光課課長 山本明美氏 面談 

海津市教育委員会スポーツ課課長 奥村孝司氏 挨拶 

海津市長 松永清彦氏 面談 

 

 

 

 



９日 金 

「ゆっくり空手道」講座 視察 

 岐阜市教育委員会教育長 早川三根夫氏 

 岐阜市レクリエーション協会理事・ゆっくり空手道主宰 石居幸雄氏  

 日本空手松涛連盟岐阜県本部本部長 田中長剛氏 

 岐阜市立本郷公民館館長 安藤丈良氏 懇談 

１０日 土 

ぎふ清流レクリエーションフェスティバル「ウォークラリー大会」出席 

 美濃市教育委員会人づくり文化課課長 

 美濃市レクリエーション協会会長 岩原輝夫氏 

 関市レクリエーション協会会長 春見 隆氏 他 交流 

下呂市レクリエーション協会会長 駒田 誠氏 面談 

岐阜県オリエンテーリング協会役員 牧ケ野敏明氏 協議 

ぎふ清流レクリエーションフェスティバル「飛騨圏域レクフェス」会場 視察 

 南飛騨健康増進センター所長 松波隆明氏 他 協議 

１２日 月 
名鉄観光サービス(株)岐阜支店支店長 中島優人氏 面談 

岐阜市レクリエーション協会副会長 小原信子氏 他 協議 

１３日 火 

名誉会長杯 笠松町グラウンド・ゴルフ交流大会 開会式 出席 

 笠松町グラウンド・ゴルフ協会名誉会長 広江正明氏 

 岐阜県議会議員 田中勝士氏 

 笠松町長 古田聖人氏 

 笠松町レクリエーション協会会長 岩井弘栄氏 

 岐阜県グラウンド・ゴルフ協会会長 廣前 進氏 他 交流 

笠松刑務所「笠松スポーツ大会」ダンス練習会 講師として出席 

 笠松刑務所首席矯正処遇官 鈴木俊広氏 他 挨拶 

１４日 水 
オレンジリボン岐阜ネット主催「オレンジリボン人文字イベント」会場視察 

 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 

 柳ヶ瀬プロレスオーナー兼プロレスリングゼロワン専務 柚原真紀氏 他 協議 

１５日 木 

岐阜県清流の国推進部 ねんりんピック推進事務局 

課長補佐兼企画係長・広報県民運動係長 伊東邦昭氏 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 

名鉄観光サービス(株)岐阜支店支店長 中島優人氏 面談 

１６日 金 

ぎふ清流レクリエーションフェスティバル「ウオーキング」コース下見 

岐阜市鷺山ウォーキングクラブ代表 河合輝久氏 面談 

ＯＫＢぎふ清流アリーナ岐阜アリーナ運営共同体所長 井上泰文氏 他 面談 

１９日 月 

岐阜県議会議員 恩田佳幸氏 面談 

ぎふクリスタル国体２０２１「カウントダウンボード除幕式」 出席 

 岐阜県知事 古田 肇氏 

 岐阜県議会議長 森 正弘氏 

 恵那市長 小坂喬峰氏 

岐阜県議会議員 水野正敏氏 他 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 

 



２０日 火 
岐阜市レクリエーション協会会長・(株)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理事長・岐阜大学硬式野球部監督 福井雅一氏 

岐阜市レクリエーション協会副理事長・岐阜家庭裁判所調停委員 南谷勝子氏 面談 

２１日 水 

「岐阜関ケ原古戦場記念館」オープン記念式典及び内覧会 出席 

 岐阜県知事 古田 肇氏 

 総務省自治行政局地域情報政策室長 神門純一氏 

 岐阜県議会議長 森 正弘氏 

 関ケ原町長 西脇康世氏 

 垂井町長 早野博文氏 

 池田町長 岡崎和夫氏 

 （一社）岐阜県観光連盟相談役 上手繁雄氏 

 大垣観光連盟会長・サンメッセ㈱代表取締役会長 田中良幸氏 

 (株)大垣共立銀行取締役頭取 境 敏幸氏 

 (株)十六銀行取締役副頭取 池田直樹氏 

 清流の国ぎふ花き戦略会議会長. 加藤孝義氏 他 挨拶・懇談 

岐南町議会議員 松原浩二氏 他 面談 

２２日 木 

羽島市議会議員 野口佳宏氏 面談 

はしま西幼稚園親子レクリエーション講座 講師として出席 

 はしま西幼稚園園長 高砂知明氏 懇談 

２３日 金 

美濃加茂市長 伊藤誠一氏 面談 

美濃加茂市レクリエーション協会会長 竹本康史氏 協議 

 

参議院議員 渡辺猛之事務所 筆頭秘書 長谷川英樹氏 面談 

見行木材(株)代表取締役社長 渡邉貴紀氏 面談 

 

岐阜県ライフル射撃協会理事長 鷲見勝彦氏 面談 

２５日 日 
羽島市長 松井 聡氏 

岐阜県議会議員 藤本恵司氏 

（社福）羽島市社会福祉協議会会長 中畑 弘氏 他 挨拶 

２６日 月 
笠松刑務所「笠松スポーツ大会」ダンス練習会 講師として出席 

笠松刑務所処遇部企画部門主任矯正処遇官 松本順平氏 他 挨拶 

２７日 火 

岐阜県議会議員 猫田 孝氏 

岐阜県議会議員 国枝慎太郎氏 

岐阜県議会議員 所 竜也氏 

元揖斐川町議会議員 岩間 誠氏 他 挨拶 

岐阜市レクリエーション協会副会長 小原信子氏 協議 

２８日 水 

羽島市長 松井 聡氏 面談 

岐阜県グラウンド・ゴルフ協会会長 廣前 進氏 

羽島市グラウンド・ゴルフ協会理事長 山田紀武氏 

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 

大同印刷㈱営業担当 山下隆文氏 面談 

 



２９日 木 

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 

岐阜県総合型地域スポーツクラブ認定及び取消に関する協議会 出席 

 岐阜県清流の国推進部地域スポーツ課課長 大川 淳氏 

 （公財）岐阜県スポーツ協会専務理事 増田和伯氏 他 協議 

羽島市議会議長 山田紘治氏 面談 

３０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 

（公財）岐阜県教育文化財団理事長・瑞穂市レクリエーション協会会長 高木敏彦氏 面談 

３１日 土 

「ねんりんピック再始動イベント」岐阜圏域会場（岐阜市） 

「ぎふ清流レクリエーションフェスティバル２０２０」          

 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 

岐阜市レクリエーション協会理事長 福井雅一氏 

笠松町レクリエーション協会会長 岩井弘栄氏 

北方町レクリエーション協会会長 古田稔幸氏 

岐阜県グラウンド・ゴルフ協会会長 廣前 進氏 

岐阜県かるた協会会長 川瀬健男氏 

岐阜県ペタンク協会会長 堀田力男氏 他 交流 

 

 


