
会⾧動向（１１月） 

日付 曜日 備 考 

1 日 日 

「ねんりんピック再始動イベント」飛騨圏域会場（下呂市） 

「ぎふ清流レクリエーションフェスティバル２０２０」 

 下呂市長 山内 登氏 

 岐阜県議会議員 今井政嘉氏 

 下呂市レクリエーション協会会長 駒田 誠氏 

 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 

 高山レクリエーション協会副会長 上野秋雄氏  

 岐阜県清流の国推進部・ねんりんピック推進事務局次長 中谷裕次氏 他 交流 

2 日 月 
（公財）岐阜県スポーツ協会専務理事 増田和伯氏 挨拶 

岐阜市鷺山ウォーキングクラブ代表 河合輝久氏 挨拶 

3 日 火 

恵那市長 小坂喬峰氏 令夫人 他 面談 

令和元年度岐阜県芸術文化顕彰受賞記念 地歌舞伎特別公演「三日太平記」 鑑賞 

 岐阜県知事 古田 肇氏 

 岐阜県知事令夫人 古田千鶴子氏 

 岐阜県副知事 平木 省氏 

 岐阜県議会議長 森 正弘氏 

 東白川村長 今井俊郎氏 

（公財）岐阜県教育文化財団理事長 高木敏彦氏 他 挨拶 

6 日 金 

岐阜県スポーツ推進審議会 出席 

 岐阜県スポーツ推進審議会会長・朝日大学学長 大友克之氏 

 岐阜県議会スポーツ振興議員連盟会長 猫田 孝氏 

 (一社)岐阜県障害者スポーツ協会会長 岡本敏美氏 

 (公財)岐阜県スポーツ協会専務理事 増田和伯氏 他 協議 

8 日 日 

「ぎふ清流レクリエーションフェスティバル２０２０」 

土岐市グラウンド・ゴルフ大会開会式 出席  

 土岐市グラウンド・ゴルフ協会会長 林 道彦氏 他 交流 

「ねんりんピック再始動イベント」東濃圏域会場（土岐市） 

「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・ねんりんピック推進事務局次長兼総括監 上谷禎之氏 

 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 

 瑞浪市レクリエーション協会事務局長 肥田哲子氏 

 恵那市レクリエーション協会理事長 鈴木茂正氏 

 中津川市レクリエーション協会理事長 田口恵美子氏 他 交流 

９日 月 

岐阜県ターゲット・バードゴルフ協会事務局長 徳田文子氏 面談 

岐阜市鷺山ウォーキングクラブ代表 河合輝久氏 他 面談 

各務原市ソフトバレーボール連盟副会長 今尾嘉代氏 面談 

１０日 火 
参議院議員 渡辺猛之事務所秘書 大東由幸氏 面談 

 

 



１１日 水 

羽島市レクリエーション協会理事 安藤 誠氏 面談 

羽島市野球リーグ連盟理事長 戸村広富氏 面談 

(特非)羽島市スポーツ協会 訪問 

ぎふスポーツフェア２０２０実行委員会総会 出席(web会議) 

 (公財)岐阜県スポーツ協会会長 田口義隆氏 他 協議 

１３日 金 

岐阜県スポーツウエルネス吹矢協会会長 山田敏幸氏 

池田町教育委員会総合体育館課長補佐兼社会体育係長 中野里美氏 他役員 協議 

笠松刑務所「笠松スポーツ大会」 出席 

 笠松刑務所所長 飛鳥雅子氏 懇談 

１４日 土 

羽島市長 松井 聡氏 

美濃加茂市長 伊藤誠一氏 

岐阜県議会議員 藤本恵司氏 

(一財)国際クラブ名誉理事長 青山 馥氏 

羽島市社会福祉協議会会長 中畑 弘氏 

羽島市観光協会会長 吉田 登氏 他 挨拶 

ぎふ清流レクリエーションフェスティバル「パターゴルフ大会輪之内町会場」 出席 

 輪之内町レクリエーション協会事務局長 牧野裕介氏 他 交流 

ぎふ清流レクリエーションフェスティバル「パターゴルフ大会羽島市会場」 出席 

 羽島市レクリエーション協会理事 勅使川原未央氏 他 交流 

１５日 日 

大垣ミナモソフトボール「日本リーグ1部昇格報告会」 出席 

 大垣ミナモソフトボールクラブ会長 堤 俊彦氏 

 大垣ミナモソフトボール育てる会会長 小川信也氏 

 岐阜県知事 古田 肇氏 

 岐阜県副知事 平木 省氏 

 岐阜県議会議員 岩井豊太郎氏 

 セイノーホールディングス㈱代表取締役社長 田口義隆氏 

 サンメッセ㈱代表取締役社長 田中尚一郎氏 

ぎふ善意通訳ガイドネットワーク代表 河合雅子氏 他 懇談 

１６日 月 

(公財)岐阜県スポーツ協会スポーツ推進課課長 若松卓郎氏 面談 

(社福)登豊会・特養岐南仙寿うれしの 訪問 

(社福)登豊会・うれしの東保育園園長 加藤志保氏 面談 

１７日 火 

(公財)岐阜県スポーツ協会スポーツ推進課課長 若松卓郎氏 

(公財)岐阜県スポーツ協会スポーツ推進課競技スポーツ係主事 橋爪一馬氏 面談 

笠松中央公民館館長 田島茂樹氏 面談 

岐阜県清流の国推進部 ねんりんピック推進事務局 

課長補佐兼企画係長・広報県民運動係長 伊東邦昭氏 他 面談 

関ケ原町長 西脇康世氏 面談 

１８日 水 
岐阜市レクリエーション協会副会長 小原信子氏 面談 

１９日 木 
岐阜県インディアカ協会副会長 伊藤 賢氏 面談 

 



２０日 金 
(公財)岐阜県スポーツ協会副会長 柴田益孝氏 面談 

㈱クリモト代表取締役社長 栗本久雄氏 面談 

２１日 土 

岐阜県知事 古田 肇氏 面談 

レクリエーション推進会議 出席 

岐阜県グラウンド・ゴルフ協会会長 廣前 進氏 

（特非）大垣市レクリエーション協会理事長 日比千穂氏 

岐阜県スポーツウエルネス吹矢協会会長 山田敏幸氏 

岐阜県民踊連盟事務局長 玉置眞智子氏 

(公社)日本３Ｂ体操協会岐阜県支部役員 菅原敦子氏 

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 

岐阜市レクリエーション協会副会長 長縄良樹氏 

笠松町レクリエーション協会参与 木村すみ子氏 他 協議 

子どものあそび広場２０２０ 出席 

 岐阜市レクリエーション協会事務局次長 村木直美氏 

岐阜市レクリエーション協会理事 高橋惠子氏 他 交流 

２２日 日 

羽島市長 松井 聡氏 

衆議院議員 武藤容治氏 

参議院議員 渡辺猛之氏 

参議院議員 大野泰正氏 

岐阜県議会議長 森 正弘氏 

岐阜市長 柴橋正直氏 

岐阜県農業協同組合中央会会長 櫻井 宏氏 

羽島商工会議所会頭 髙木 力氏 他 挨拶・懇談 

㈱山信製作所専務取締役 山田和路氏夫妻 結婚披露宴 出席 

 ㈱山信製作所代表取締役社長 山田直紀氏 

 岐阜少年鑑別所 森島博宣氏 他 懇親 

２４日 火 

ぎふ清流レクリエーションフェスティバル「グラウンドゴルフ大会羽島市会場」 出席 

 羽島市長 松井 聡氏 

 岐阜県議会議員 藤本恵司氏 他 交流 

羽島市グラウンド・ゴルフ協会反省会 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 懇親 

２５日 水 

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 

大同印刷㈱営業担当 山下隆文氏 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 

２６日 木 

ぎふ清流レクリエーションフェスティバル・岐南町グラウンド・ゴルフ大会 出席 

 岐南町グラウンド・ゴルフ協会会長 小出悦治氏 他 交流 

輪之内町教育委員会教育課主任(輪之内町レク協会担当) 森島 陵氏 面談 

羽島市長 松井 聡氏 

岐阜県議会議員 廣瀬 修氏 

岐阜県議会議員 若井敦子氏 

瑞穂市長 森 和之氏 

羽島商工会議所会頭 高木 力氏 他 挨拶 

 



２７日 金 

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 

羽島市長 松井 聡氏 

衆議院議員 武藤容治氏 

岐阜市長 柴橋正直氏 

瑞穂市長 森 和之氏 

関市長 尾関健治氏 

各務原市長 浅野健司氏 

笠松町長 古田聖人氏 

岐阜県議会議員 長屋光征氏 

岐阜県農業協同組合中央会会長 櫻井 宏氏 挨拶・懇談 

２９日 日 

「ねんりんピック再始動イベント」中濃圏域会場（美濃加茂市） 

「ぎふ清流レクリエーションフェスティバル２０２０」 

 岐阜県インディアカ協会会長・岐阜県議会議員 玉田和浩氏 

 加茂郡レクリエーション協会会長・岐阜県クロリティー協会会長 井尾達之氏 

 岐阜県ユニカール協会会長 竹本康史氏 

 可児市レクリエーション協会理事長 浦田則臣氏 

 美濃市レクリエーション協会理事長 廣田直子氏 

 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 他 交流 

羽島市長 松井 聡氏 

岐阜市長 柴橋正直氏 

岐阜県議会議員 森 正弘氏 

岐阜県農業協同組合中央会会長 櫻井 宏氏 

羽島商工会議所会頭 高木 力氏 挨拶・懇談 

３０日 月 

(公財)岐阜県スポーツ協会専務理事 増田和伯氏 面談 

岐阜県清流の国推進部ねんりんピック推進事務局 訪問 

岐阜県議会スポーツ振興議員連盟役員会 出席 

 岐阜県議会スポーツ振興議員連盟会長 猫田 孝氏 

 岐阜県議会スポーツ振興議員連盟副会長 玉田和浩氏 

 岐阜県議会スポーツ振興議員連盟事務局長 村下貴夫氏 他 協議 

岐阜県副知事 河合孝憲氏 挨拶 

岐阜市長 柴橋正直氏 挨拶 

衆議院議員 野田聖子事務所秘書 笠井成彦氏 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 

 

 


