
会⾧動向（８月） 

日付 曜日 備 考 

１日 木 
大同印刷株式会社営業 山下隆文氏 面談 

２日 金 

教員免許状更新講習 

「体力や運動能力の向上をもたらすレクリエーション活動の体験学習」開講式 出席 

    

 大垣女子短期大学非常勤講師 日比千穂氏 他 懇談 

笠松中央公民館館長 田島茂樹氏 面談 

3 日 土 

多治見市レクリエーション協会再編準備会 出席 

 岐阜県議会議員 山本勝敏氏 

 多治見市悠光クラブ連合会会長 松本 勉氏 

 多治見市インディアカ協会会長 石川和哉氏 

 岐阜県パドルテニス協会会長 藤村正美氏 

 (特非)日本ティーボール協会岐阜県支部代表 永井 武氏 

 岐阜県スポーツウエルネス吹矢協会会長 高井 治氏 他 協議 

ミナレク運動推進リーダー養成講習会」東濃会場(多治見市) 開講式 出席 

  

 岐阜協立大学経営学部教授 古田康生氏 他 懇談 

 

 

 

 

 

 



４日 日 

可児市レクリエーション協会再編準備会 出席 

 可児市文化スポーツ課課長 各務則行氏 

 可児市グラウンド・ゴルフ協会会長 美間通男氏 

 岐阜県スポーツウエルネス吹矢協会事務局長 浦田則臣氏 

 岐阜ミニテニス協会可児市クラブ 中野 薫氏 

 可児市健康体操クラブ 塚越千代子氏 

 笑っ手足体操クラブ代表 永井礼子氏 他 協議 

第２回安八町水まつり開会式 出席 

安八町長 堀  正氏 

岐阜県議会議員 安井  忠氏 

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

安八スポーツ・レクリエーションフェスティバル 出席 

   
 安八町長 堀  正氏 

安八町レクリエーション協会会長 髙木安三氏 

安八町体育振興会会長 金森紀之氏  

安八町レクリエーション協会理事長 坂 由紀子氏 

岐阜県スポーツウエルネス吹矢協会会長 高井 治氏 

岐阜県スポーツチャンバラ協会会長 臼井澄史氏 他 交流 

5 日 月 
岐阜県グラウンド・ゴルフ協会会長 廣前 進氏 面談 

6 日 火 
岐阜県インディアカ協会副会長 伊藤 賢氏 面談 

７日 水 

養老町教育委員会教育長 並河清次氏 

養老町教育委員会事務局長 西川敏明氏 他 面談 

養老町議会総務民生委員長 野村永一氏 面談 

北方町レクリエーション協会理事会 出席 

 北方町レクリエーション協会会長 古田稔幸氏 他 協議 

８日 木 

岐阜県清流の国推進部ねんりんピック推進事務局 

式典事業・レクリエーション係長 藤原謙介氏 他 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兼事務局次長 今井雅信氏 面談 

９日 金 
参議院議員 渡辺猛之事務所 秘書 大東由幸氏 面談 

 

 

 

 



１０日 土 

恵那市レクリエーション協会総会 出席 

  
恵那市レクリエーション協会会長・恵那商工会議所副会頭 竹中道明氏 

 恵那市長 小坂喬峰氏 

 岐阜県議会副議長 水野正敏氏 

 衆議院議員 古屋圭司事務所 秘書 古屋一郎氏 

 参議院議員 大野泰正事務所 秘書 高井雅之氏  

 学校法人恵峰学園理事長 丸山充信氏 他 懇談 

１１日 日 

飛騨市レクリエーション協会設立準備会 出席 

岐阜県議会議員 布俣正也氏 

 飛騨市シニアクラブ連合会会長 野中孝司氏 

 岐阜県民踊連盟飛騨ブロック長 稲葉春雄氏 他 協議 

高山市レクリエーション協会会長 上野秋雄氏 面談 

「ミナレク運動推進リーダー養成講習会」飛騨会場(高山市)開講式 出席 

  

 大垣女子短期大学准教授 中野由香里氏 他 懇談 

１３日 月 

岐阜県グラウンド・ゴルフ協会会長 廣前 進氏 

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 

岐阜県キンボールスポーツ連盟副理事長 千原健右氏 面談 

１５日 木 

公益財団法人岐阜県体育協会総合型地域スポーツクラブアドバイザー 藤堂綾子氏 面談 

岐阜県立羽島高等学校同窓会 

令和元年度同窓会・懇親会実行委員会副委員長 野中由喜氏 面談 

美濃市教育委員会人づくり文化課課長 早戸智也氏 面談 

１７日 土 

大垣女子短期大学幼児教育学科准教授 中野由香里氏 面談 

レクリエーション・インストラクター養成講習会 出席 

 岐阜市レクリエーション協会副会長 小原信子氏 

 (特非)大垣市レクリエーション協会理事長 日比千穂氏 他 懇談 

羽島市グラウンド・ゴルフ協会理事長 山田紀武氏 面談 

羽島市野球リーグ連盟会長 岩田源五氏 面談 

 

 



１８日 日 

ミナレク運動推進リーダー養成講習会」西濃会場(大垣市) 開講式 出席 

  
 岐阜聖徳学園大学短期大学部教授 熊田武司氏 

 岐阜県清流の国推進部ねんりんピック推進事務局 

式典事業・レクリエーション係長 藤原謙介氏 他 挨拶 

１９日 月 

岐阜県清流の国推進部ねんりんピック推進事務局 

式典事業・レクリエーション係長 藤原謙介氏 他 協議 

岐阜市レクリエーション協会副会長 小原信子氏 他 懇談 

２０日 火 

ローソン運営本部 北陸・三岐運営部岐阜東支店スーパーバイザー 陣 陽淑氏 

ローソン可児下恵土店・ローソン可児鳴子店店長 浦田則臣氏 面談 

名鉄観光サービス株式会社岐阜支店支店長 中島優人氏 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 

２１日 水 

多治見市環境文化部文化スポーツ課課長 大竹康文氏 他 面談 

羽島市グラウンド・ゴルフ協会理事会 出席 

 岐阜県グラウンド・ゴルフ協会名誉会長 吉田 昭氏 他 協議 

岐阜県ライフル射撃協会理事長 鷲見勝彦氏 面談 

２２日 木 

株式会社中京医薬品アクアマジック事業部２課主任 竹内要子氏 

アクアマジック東濃代表 浦田則臣氏 面談 

岐阜県議会議員 村下貴夫氏 面談 

２３日 金 

株式会社宣廣社代表取締役社長 山田武宣氏 面談 

 

笠松町レクリエーションまつり・羽島郡介護の日フェアについて 協議 

 笠松中央公民館・笠松町住民福祉部健康介護課担当者来訪 

２４日 土 

養老町レクリエーション協会設立準備会 出席 

 養老町議会総務民生委員長・養老町グラウンド・ゴルフ協会会長 野村永一氏 

 養老町議会議員・養老町スポーツ少年団本部長 吉田太郎氏 

 養老町教育委員会事務局長 西川敏明氏 

 岐阜県ペタンク協会会長 堀田力男氏 

 岐阜県民踊連盟副会長 奥田早智子氏 

 岐阜県健康マージャン協会理事長 山田和弘氏 他 協議 

２５日 日 

岐阜県キンボールスポーツ連盟理事長 廣瀬友紀氏 

岐阜県キンボールスポーツ連盟副理事長 千原健右氏 

岐阜聖徳学園大学教育研究会かっぱの会前部長 岸本 立氏  

岐阜聖徳学園大学教育研究会かっぱの会部長 山下藤真氏 他 懇談 

２６日 月 

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 面談 

岐阜聖徳学園大学教育学部教授・岐阜県ユニカール協会会長 竹本康史氏 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 

 



２７日 火 

岐阜県議会議員・飛騨市レクリエーション協会設立準備委員長 布俣正也氏 面談 

下呂市副市長 村山鏡子氏 面談 

下呂市レクリエーション協会会長 駒田 誠氏 面談 

下呂市レクリエーション協会事務局会議 出席 

下呂市レクリエーション協会副会長 伊藤栄一氏 他 協議 

２９日 木 

株式会社セレスポ岐阜支店支店長 町田直樹氏 他 面談 

飛騨市教育委員会スポーツ振興課スポーツ振興係長 吉川 慶氏 面談 

羽島市教育委員会スポーツ推進課主事 古賀健太氏 面談 

岐阜県立各務野高等学校教諭 鈴木雅雄氏 面談 

輪之内町教育委員会教育課主任 森島 陵氏 面談 

３０日 金 

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 

株式会社大垣共立銀行ぎふ県庁支店支店長 所 紗也香氏 

株式会社大垣共立銀行ぎふ県庁支店係長  川出和典氏 面談 

 


