
会⾧動向（１２月） 

日付 曜日 備 考 

１日 火 

羽島市長 松井 聡氏 面談 

岐阜県ユニカール協会副会長・羽島市議会議員 野口佳宏氏 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 

３日 木 

「こども虐待防止にともなう意見交換会」 出席 

 岐阜県知事 古田 肇氏 

 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 他 意見交換 

 

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 

岐阜県福祉部子ども・女性局 子ども家庭課課長 安村倫央氏 

岐阜県福祉部子ども・女性局 子ども家庭課児童虐待対策監 谷倉祐二氏 

岐阜県福祉部子ども・女性局 子ども家庭課児童養護第一係主査 今井孝明氏 懇談 

４日 金 
(特非)大垣市レクリエーション協会事務局・指導員 岩本舜汰氏 

(特非)大垣市レクリエーション協会事務局・指導員 清水 良氏 面談 

５日 土 
みんなのスポーツ・レクリエーション祭 出席 

 岐阜市レクリエーション協会副会長 小原信子氏 

 岐阜県キンボールスポーツ連盟理事長 廣瀬友紀氏 他 交流 

６日 日 

岐阜県知事 古田 肇氏 

衆議院議員 野田聖子氏 

岐阜県議会議員 玉田和浩氏 

㈱十六銀行取締役頭取 村瀬幸雄氏 

岐阜県農業協同組合中央会会長 櫻井 宏氏 

昭和コンクリート工業㈱名誉会長 村瀬恒治氏 他 挨拶・懇談 

㈱技研サービス岐阜メモリアルセンター事業所所長 面談 

 ７日 月 
(公財)岐阜県教育文化財団理事長 高木敏彦氏 面談 

９日 水 

岐阜市鷺山ウォーキングクラブ代表 河合輝久氏 面談 

(公財)日本３Ｂ体操協会岐阜県支部役員 伊藤典子氏 面談 

(公財)岐阜県スポーツ協会常務理事 原 克彦氏 面談 

岐阜県ミセスフォークダンス協会事務局長 古谷 妙氏 面談 

㈱近鉄・都ホテルズ 都ホテル岐阜長良川マネージャー 髙田淳次氏 面談 

１１日 金 
(公財)岐阜県教育文化財団総合プロデューサー・演出家 小島紀夫氏 面談 

 

 

 

 

 



１２日 土 

岐阜県知事 古田 肇氏 

岐阜女子大学学長 松川禮子氏 

岐阜県議会議員 岩井豊太郎氏 

㈱十六銀行取締役頭取 村瀬幸雄氏 

岐阜県農業協同組合中央会会長 櫻井 宏氏 

バローホールディングス㈱代表取締役会長 田代正美氏 

太平洋工業㈱代表取締役社長 小川信也氏 

日本耐酸壜工業㈱代表取締役会長 堤 俊彦氏 他 挨拶 

第2回(特非)岐阜県レクリエーション協会理事会 

第2回新型コロナウイルス感染症対策に伴う対策会議 出席 

 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 

 (特非)大垣市レクリエーション協会理事長 日比千穂氏 他 協議 

令和２年度「レクリエーション普及・拡大委託事業」 

市町村レクリエーション協会活性化研修会<下期> 出席 

１４日 月 

衆議院議員 武藤容治事務所秘書 小檜山千代久氏 面談 

(特非)大垣市レクリエーション協会会長 安田和夫氏 面談 

岐阜市レクリエーション協会副会長 小原信子氏 面談 

１６日 水 

(公財)岐阜県教育文化財団理事長 高木敏彦氏 面談 

中日新聞社販売局地域事業部 畦地真二氏 他 面談 

衆議院議員 武藤容治氏 他 面談 

１７日 木 
㈱大垣共立銀行取締役会長 故 土屋 嶢氏 お別れ会 出席 

１８日 金 

(社福)登豊会副理事長 近石千恵美氏 面談 

能楽師 玉井博祜氏 面談 

見行木材㈱代表取締役社長 渡邉貴紀氏 面談 

参議院議員 渡辺猛之氏 面談 

美濃加茂市議会議長 牧田秀憲氏 面談 

１９日 土 

岐阜県知事 古田 肇氏 

岐阜女子大学学長 松川禮子氏 他 挨拶 

ＪＡいび川代表理事組合長 堀尾茂之氏 

岐阜県議会議員 国枝慎太郎氏 

池田町長 岡崎和夫氏 

大野町長 宇佐美幸三氏 

揖斐川町長 岡部栄一氏 他 挨拶 

 

 

 

 



２０日 日 

羽島市レクリエーション関係団体会議 出席 

 衆議院議員 武藤容治氏 

 羽島市グラウンド・ゴルフ協会理事長 山田紀武氏 

 岐阜県スポーツウエルネス吹矢協会会長 山田敏幸氏 他 協議 

岐阜聖徳学園大学教育研究会かっぱの会部長 吉本 甫氏 他 懇談 

岐阜県知事 古田 肇氏 

衆議院議員 野田聖子氏 

岐阜女子大学学長 松川禮子氏 

セイノーホールディングス㈱代表取締役社長 田口義隆氏 他 挨拶 

２１日 月 

岐阜県ジョギング協会理事長 高橋 睦氏 面談 

(社福)日本児童育成園園長・オレンジリボン岐阜ネット会長 長縄良樹氏 面談 

(学)春日学園・はなぞの幼稚園園長 春日千夏氏 面談 

㈱高修 訪問 

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 挨拶 

岐阜県警察本部生活安全部部長 佐名康太氏 面談 

参議院議員 渡辺猛之事務所秘書 大東由幸氏 面談 

(公財)岐阜県スポーツ協会専務理事 増田和伯氏 面談 

２２日 火 

衆議院議員 野田聖子氏 

岐阜県農業協同組合連合会会長 櫻井 宏氏 

㈱安部日鋼工業代表取締役社長 井手口 哲朗氏 他 挨拶 

岐阜県副知事 河合孝憲氏 面談 

２３日 水 

岐阜市鷺山ウォーキングクラブ例会 出席 

岐阜バスケットボール㈱ ジュニアスクールコーチ 弘田毅詞氏 面談 

(学)春日学園理事長・岐阜市レクリエーション協会副会長 春日晃章氏 面談 

２４日 木 

(学)高砂学園・羽島幼稚園園長 高砂秀利氏 面談 

(学)高砂学園本部・はしま西幼稚園園長 年末挨拶 

(公財)岐阜県スポーツ協会専務理事 増田和伯氏 他 年末挨拶 

２５日 金 

(学)高砂学園・笠松幼稚園園長 年末挨拶 

(学) 善光寺学園・笠松双葉幼稚園 年末挨拶 

(社福)岐阜羽島ボランティア協会 年末挨拶 

岐阜県立羽島高等学校校長 岩木隆義氏 面談 

羽島市長 松井 聡氏 年末挨拶に来訪 

㈱大垣共立銀行ぎふ県庁支店支店長 所 紗也香氏 

㈱大垣共立銀行ぎふ県庁支店係長 川出和典氏 面談 

２６日 土 
(医法)登豊会理事長 近石登喜雄氏 面談 

衆議院議員 武藤容治氏 他 面談 

 



２８日 月 
岩佐医院院長 岩佐充矩氏 他 面談 

２９日 火 
(社福)登豊会副理事長 近石千恵美氏 

衆議院議員 武藤容治氏 面談 

３０日 水 

岐阜県知事 古田 肇氏 

衆議院議員 武藤容治氏 

参議院議員 渡辺猛之氏 

岐阜県議会議員 玉田和浩氏 他 面談 

 


