
会⾧動向（５月） 

日付 曜日 備 考 

３日 金 

第３１回ぎふスポーツフェア２０１９ バウンドテニスフェスティバル開会式 出席 

 岐阜県バウンドテニス協会会長 近藤 登氏 

 岐阜県バウンドテニス協会理事長 中村喜代彦氏 他 挨拶 

岐阜県バウンドテニス協会会長・(一社)岐阜県私学振興会常務理事 近藤 登氏 懇談 

４日 土 

第７回奥の細道むすびの地 全国競技かるた大垣大会Ｂ・Ｃ級戦(初段～３段)開会式出席 

 岐阜県かるた協会会長 川瀬健男氏 

 (一社)全日本かるた協会常務理事 加藤 誠氏 

 大垣市教育委員会教育長 山本 譲氏 

 大垣観光協会会長・サンメッセ株式会社代表取締役会長 田中良幸氏 

 (特非)大垣市レクリエーション協会会長 安田和夫氏 他 懇談 

５日 日 

第７回奥の細道むすびの地 全国競技かるた大垣大会Ａ級戦(４段以上)開会式 出席 

 岐阜県かるた協会会長 川瀬健男氏 

 (一社)全日本かるた協会副会長 鶴谷博幸氏 

 大垣市長 小川 敏氏 

 (特非)大垣市レクリエーション協会会長 安田和夫氏 他 懇談 

６日 月 

第３１回ぎふスポーツフェア２０１９ 岐阜県インディアカ交流大会開会式 出席 

 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 他 懇談 

第３１回ぎふスポーツフェア２０１９ チャレンジオリエンテーリング 激励 

 岐阜県オリエンテーリング協会会長 大場尊美氏 

 各務原市レクリエーション協会参与 川島英司氏 他 懇談 

第３１回ぎふスポーツフェア２０１９ 第４６回なぎなた大会閉会式 出席 

岐阜県なぎなた連盟会長 近藤 登氏 他 懇談 

 

７日 火 

サンメッセ株式会社代表取締役会長 田中良幸氏 面談 

 

公益財団法人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 

神戸町レクリエーション協会副会長 若松卓郎氏 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 

 

 

 

 



８日 水 

大同印刷株式会社営業 山下文隆氏 面談 

株式会社セレスポ岐阜支店支店長 町田直樹氏 

株式会社セレスポ岐阜支店営業課 油谷智久氏 面談 

公益財団法人岐阜県体育協会常務理事 原 克彦氏 

公益財団法人岐阜県体育協会施設課課長 濱 茂樹氏 面談 

岐阜県商工労働部観光国際局関ケ原古戦場整備推進課企画推進係主事 川瀬雄貴氏 

日本イベント企画株式会社企画開発部企画開発課参事 稲川良夫氏 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 

岐阜県清流の国推進部地域スポーツ課 

日本スポーツマスターズ大会推進室交流促進係長 鈴木一史氏 

日本スポーツマスターズ大会推進室交流促進係  中田真由美氏 挨拶 

9 日 木 

参議院議員 大野泰正事務所 秘書 髙橋秀明氏 面談 

衆議院議員 武藤容治事務所 秘書 小檜山千代久氏 面談 

公益財団法人岐阜県教育文化財団理事長 高木敏彦氏 面談 

女子プロレスラー 水波 綾氏 懇談 

１０日 金 

岐阜市レクリエーション協会総会 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 

岐阜市長代理・岐阜市教育委員会事務局次長兼市民体育課課長 清水 巧氏 

昭和コンクリート工業株式会社名誉会長 村瀬恒治氏 

 株式会社岐阜文芸社代表取締役会長 飯尾 寛氏 

 岐阜市レクリエーション協会理事長 福井雅一氏 他 挨拶 

朝日大学地域社会連携センター主催  

シンポジウム「これからの大学に求められる使命とは」 出席 

 岐阜薬科大学学長 稲垣隆司氏 

 中部学院大学短期大学部学長 片桐多恵子氏 他 挨拶 

１１日 土 

児童虐待防止 岐阜県ネットワーク「オレンジリボン岐阜ネット」設立総会 出席 

 社会福祉法人・児童養護施設 日本児童育成園園長 長縄良樹氏 

 岐阜県議会議員 廣瀬 修氏 

 岐阜県議会議員 若井敦子氏 他 挨拶・懇談 

高山市レクリエーション協会総会 出席 

 高山市レクリエーション協会会長 上野秋雄氏 

 衆議院議員 金子俊平事務所 秘書 滝村尚人氏 

 岐阜県議会議員 高殿 尚氏 

 高山市教育委員会教育長 中野谷康司氏 他 挨拶・懇談 

「身近な人権を語る会」・「岐阜の人権」出版記念式典 出席 

 一般財団法人羽田人権文化基金理事長 森川幸江氏 

 海津市長 松永清彦氏 

 株式会社岐阜新聞社取締役相談役 碓井 洋氏 

 中日新聞社岐阜支社支社長 阿部和久氏 

 中部事務機株式会社代表取締役社長 辻 慶一氏 他 懇談 

 

 



１２日 日 

安八町レクリエーション協会設立総会 出席 

 安八町長 堀 正氏 

 参議院議員 大野泰正事務所 秘書 髙井雅之氏 

 

安八町レクリエーション協会会長・(社福)安八町社会福祉協議会会長 髙木安三氏 

 安八町体育協会会長 坂 圓一氏 他 挨拶・懇談 

１３日 月 
笠松刑務所運動会ダンス事前練習会指導 

岐阜県グラウンド・ゴルフ協会会長 廣前 進氏 面談 

１４日 火 

加茂郡レクリエーション協会設立総会 出席 

 岐阜県議会議員 加藤大博氏 

 富加町長 板津徳次氏 

 坂祝町長 柴山佳也氏 

 川辺町長 佐藤光宏氏 

 七宗町長 井戸敬二氏(代理・副町長) 

 八百津町長 金子政則氏 

 東白川村長 今井俊郎氏 

 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 他挨拶 

 
輪之内町長 木野隆之氏 

本巣市長 藤原 勉氏 

岐阜県町村会会長・七宗町長 井戸敬二氏 

神戸町長 谷村成基氏 

関ケ原町長 西脇康世氏 

北方町長 戸部哲哉氏 

垂井町長 早野博文氏 他 挨拶 

 

 

 



１５日 水 

公益財団法人岐阜県教育文化財団常務理事 土井信之氏 面談 

本巣市レクリエーション協会総会 出席 

 本巣市レクリエーション協会会長・岐阜県議会議員 松村多美夫氏 

 本巣市長代理・本巣市教育委員会社会教育課参事兼課長 白木和雄氏 他 懇談 

１６日 木 

岐阜県グラウンド・ゴルフ協会総会 出席 

 岐阜県グラウンド・ゴルフ協会顧問  衆議院議員 野田聖子事務所秘書 宮川 透氏 

 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 

 岐阜県グラウンド・ゴルフ協会名誉会長 吉田 昭氏 他 懇談 

１７日 金 

恵那市レクリエーション協会副会長 田口恵美子氏 

恵那市レクリエーション協会理事長 鈴木茂正氏 面談 

岐阜県議会副議長 水野正敏氏 面談 

恵那市長 小坂喬峰氏 面談 

岐阜市三里長寿会福祉大会記念講師として出席 

 岐阜市三里長寿会会長 水谷照男氏 他 懇談 

１８日 土 

(特非)岐阜県レクリエーション協会総会 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 

 衆議院議員 武藤容治氏 

 参議院議員 渡辺猛之氏 

 昭和コンクリート工業株式会社名誉会長 村瀬恒治氏 

 一般社団法人岐阜県障害者スポーツ協会会長 岡本敏美氏 

 学校法人高砂学園理事長 高砂房子氏 他 挨拶・懇談 

 

２０日 月 

岐阜市レクリエーション協会副理事長 南谷勝子氏 面談 

関市レクリエーション協会理事長 小久保和美氏 面談 

岐南町レクリエーション協会総会 出席 

 岐阜県議会議員 田中勝士氏 

 岐南町副町長 坂口 正氏 

 岐南町レクリエーション協会会長・社会福祉法人登豊会副理事長 近石千恵美氏 懇談 

２１日 火 
羽島市健幸福祉部子育て・健幸部長 横山育代氏 

羽島市健幸福祉部子育て・健幸課課長、保健センター所長 橋本詩子氏 

羽島市健幸福祉部子育て・健幸課係長 赤嶺真理氏 面談 

 

 

 



２２日 水 
笠松町レクリエーション協会事務局 

笠松中央公民館主査 三田隆章氏 

笠松中央公民館主事 伏屋美里氏 協議 

２３日 木 

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 

岐阜県清流の国推進部ねんりんピック推進事務局企画係主査 山下剛史氏 面談 

社会福祉法人登豊会うれしの認定こども園園長 萩野道世氏 面談 

社会福祉法人登豊会うれしの東保育園園長 加藤志保氏 面談 

第1回社会福祉法人登豊会評議員会 出席 

 社会福祉法人登豊会理事長 近石登喜雄氏 

 社会福祉法人登豊会副理事長 近石千恵美氏 他 協議 

２４日 金 
笠松刑務所運動会 出席 

 笠松刑務所篤志面接委員・岐阜聖徳学園大学名誉教授 山﨑旭男氏 他 懇談 

２５日 土 

「関ケ原 春の武将イベント～小早川秀秋の決断～ オープニングセレモニー」出席 

 岐阜県知事 古田 肇氏 

 関ケ原町長 西脇康世氏 

 一般社団法人岐阜県観光連盟相談役 上手繁雄氏 

 清流の国ぎふ花き戦略会議会長 加藤孝義氏 

 国際交流コーディネーター 河合雅子氏 他 挨拶・懇談 

政経フォーラム２０１９ 出席 

 副総理・財務大臣 麻生太郎氏 

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 他 挨拶・懇談 

 

 

 

 

 

 



２６日 日 

第４０回岐阜市スポレク祭「ミニテニス交流祭」開会式 出席 

 岐阜ミニテニス協会理事長 大坪幸彦氏 

衆議院議員 野田聖子事務所 秘書 加藤尚司氏 他 懇談 

笠松町レクリエーション協会総会 出席 

 岐阜県議会議員 田中勝士氏 

 笠松町副町長 川部時文氏 

 笠松町レクリエーション協会会長・羽島郡二町教育委員 岩井弘栄氏 他 懇談 

「関ケ原 春の武将イベント～小早川秀秋の決断～」 

 天下分け目の関ケ原 東西レク合戦 出席 

 関ケ原町長 西脇康世氏 

 岐阜県商工労働部観光国際局関ケ原古戦場整備推進課課長 若山 典氏 他 懇談 

   

２７日 月 

羽島市教育委員会スポーツ推進課課長補佐 髙田裕彰氏 

羽島市総務部職員課主幹 岩田恭一氏 面談 

 

岐阜県商工労働部観光国際局関ケ原古戦場整備推進課課長 若山 典氏 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 

２８日 火 

岐阜県各界功労者表彰(知事表彰)受賞 

(特非)岐阜県レクリエーション協会副会長 小原信子氏 受賞報告のため来訪 

羽島市保育園長会 出席 

 羽島市健幸福祉部子育て・健幸部長 横山育代氏 

 羽島市保育園園長会会長・まさきこども園園長 櫛田昭裕氏 他 挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 



２９日 水 

羽島市チャレンジデー２０１９ 実行委員会委員長として各種行事出席 

 羽島市長 松井 聡氏 

 羽島市チャレンジデー大使・BOYS AND MEN 辻本達規氏 

 岐阜県議会議員 藤本恵司氏 

 羽島市教育委員会教育長 森 嘉長氏 他 交流・懇談 

 

・チャチャチャ体操・ミナモ体操 

・グラウンド・ゴルフ体験 

・テニス体験 

  

・西部幼稚園児とミナモダンス 

  

・ボウリング体験 

・健康体操体験 

   

・野球体験 

・ドッヂビー体験 

羽島市長 松井 聡氏 

瑞穂市長 棚橋敏明氏 懇談 

 

 



３０日 木 

岐阜県福祉友愛アリーナ竣工式 出席 

 岐阜県知事 古田 肇氏 

 岐阜県議会教育警察委員会委員長 山本勝敏氏 

 一般財団法人 岐阜県身体障害者福祉協会会長 岡本敏美氏 他 挨拶 

安八町レクリエーション協会理事 日比野宗夫氏 面談 

日本ガード株式会社取締役 和田展如氏 面談 

丸栄コンクリート工業株式会社 挨拶訪問 

羽島市教育委員会教育長 森 嘉長氏 面談 

羽島市長 松井 聡氏 面談 

３１日 金 

各務原市ターゲット・バードゴルフ協会会長 杉山 正氏 面談 

岐阜県清流の国推進部ねんりんピック推進事務局企画係課長補佐 糠塚将尚氏 

岐阜県清流の国推進部ねんりんピック推進事務局企画係主任 都竹泰之氏 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 

 

 


