
会⾧動向（１０月） 

日付 曜日 備 考 

1 日 火 

第６回郡上市長杯清流・長良川郡上グラウンド・ゴルフ大会開会式 出席 

 郡上市長 日置敏明氏 

 大会会長 岩原輝夫氏 

 岐阜県グラウンド・ゴルフ協会会長 廣前 進氏 他 懇談 

郡上市長 日置敏明氏 面談 

 同席 岐阜県レクリエーション協会副会長 廣前 進氏 

    美濃市レクリエーション協会会長 岩原輝夫氏 

2 日 水 

公益財団法人岐阜県教育文化財団理事長 高木敏彦氏 挨拶 

岐阜県フォークダンス連盟会長 玉置 巌氏 面談 

ぎふ清流レクリエーションフェスティバル「日本民踊」開会式 出席 

 岐阜県民踊連盟副会長 田中保夫氏 他 役員懇談 

岐阜県ジョギング協会理事長 高橋 睦氏 面談 

輪之内町教育委員会教育課主任 森島 陵氏 他 協議 

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 

3 日 木 
神戸町レクリエーション協会副会長 若松卓郎氏 面談 

株式会社岐阜文芸社企画営業グループ課長 曽我部利幸氏 面談 

4 日 金 

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 

株式会社大垣共立銀行公務金融部副部長 土本真弓氏 面談 

岐阜県議会議員 藤墳 守氏 面談 

垣女子短期大学幼児教育学科准教授 中野由香里氏 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 

６日 日 

第24回長良川ふれあいマラソン大会 

ねんりんピック岐阜2020マラソンプレ大会 開会式 出席 

 大会長・（一社）岐阜県障害者スポーツ協会会長 岡本敏美氏  

 参議院議員 渡辺猛之氏 

参議院議員 大野泰正氏 

海津市長 松永清彦氏 

岐阜県町村会会長・池田町長 岡崎和夫氏 

岐阜県議会議員 森 正弘氏 

岐阜県議会議員 伊藤秀光氏 他 挨拶・懇談 

ぎふ清流レクリエーションフェスティバル「タスポニー大会」出席 

 日本タスポニー協会岐阜県支部支部長 山口栄三氏 他役員 懇談 

ぎふ清流レクリエーションフェスティバル「スポーツチャンバラ大会」出席 

 岐阜県スポーツチャンバラ協会会長 臼井澄史氏 他役員 懇談 

ぎふ清流レクリエーションフェスティバル「ユニカール大会」出席 

 岐阜県ユニカール協会会長・岐阜聖徳学園大学教育学部教授 竹本康史氏 

 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 他役員 懇談 



7 日 月 

(公社)日本３Ｂ体操協会岐阜県支部役員 高橋惠子氏 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 

羽島市教育委員会スポーツ推進課課長 箕浦勝博氏  

羽島市教育委員会スポーツ推進課スポーツ推進係長兼指導主事 三品貴司氏 面談 

8 日 火 

関ケ原町長 西脇康代氏 面談 

「サロン・ドＯＫＢ」 出席 

 株式会社大垣共立銀行代表取締役会長 土屋 嶢氏 

 株式会社大垣共立銀行取締役頭取 境 敏幸氏 

 岐阜県副知事 河合孝憲氏 

 羽島市長 松井 聡氏 

 岐阜県議会議員 佐藤武彦氏 

 一般社団法人岐阜県観光連盟相談役 上手繁雄氏 

 岐阜女子大学学長 松川禮子氏 

 岐阜薬科大学学長 稲垣隆司氏 

 昭和コンクリート工業株式会社会長 村瀬恒治氏 

 不二精工株式会社代表取締役社長・羽島商工会議所会頭 髙木 力氏 他 懇談 

9 日 水 

土岐市長 加藤淳司氏 面談 

土岐市教育委員会事務局長 丹羽博英氏 面談 

土岐市レクリエーション協会会長 菅原敦子氏 

土岐市レクリエーション協会副会長 小村智恵美氏 協議 

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 

１０日 木 

第１９回全国障害者スポーツ大会「いきいき茨城ゆめ大会」岐阜県選手団結団式 出席 

 岐阜県副知事 平木 省氏 

 岐阜県議会厚生環境委員会委員長 国枝慎太郎氏 

 岐阜県町村長会会長・池田町長 岡崎和夫氏 

 垂井町長 早野博文氏 

 （一社）岐阜県障害者スポーツ協会会長 岡本敏美氏 他 挨拶 

参議院議員 渡辺猛之事務所 秘書 大東由幸氏 面談 

岐阜県健康マージャン協会 山田和弘氏 挨拶 

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大会推進室長 林 茂樹氏 面談 

１３日 日 
恵那市レクリエーション協会理事会 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 他役員 協議 

 

 

 

 

 



１４日 月 

ぎふ清流レクリエーションフェスティバルin東濃２０１９ 

瑞浪市レクリエーションフェスティバル 出席 

  

 衆議院議員 古屋圭司氏 

 瑞浪市長 水野光二氏 

 岐阜県議会議員 小川祐輝氏 

 瑞浪市レクリエーション協会会長 小栗榮輝氏 他 懇談 

１５日 火 

社会福祉法人登豊会 うれしの認定こども園・うれしの東保育園運動会 激励 

 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 

 社会福祉法人登豊会うれしの東保育園園長 加藤志保氏 挨拶 

垂井町長 早野博文氏 面談 

１６日 水 

ぎふ清流レクリエーションフェスティバル 

ねんりんピック岐阜２０２０リハーサル大会「グラウンド・ゴルフ大会」 出席 

 羽島市長 松井 聡氏 

 岐阜県議会議員 藤本恵司氏 

 羽島市議会副議長 藤川貴雄氏 

 一般財団法人国際クラブ専務理事 高橋雄造氏 

 岐阜県グラウンド・ゴルフ協会会長 廣前 進氏 他 懇談 

羽島市教育委員会教育長 森 嘉長氏 他 面談 

岐阜県議会議員 布俣正也氏 面談 

１７日 木 

岐阜市レクリエーション協会理事・ゆっくり空手主宰 石居幸雄氏 面談 

岐阜県立羽島高等学校同窓会副会長 柴田和哉氏 面談 

輪之内町教育委員会教育課主任 森島 陵氏 協議 

岐阜県キンボールスポーツ連盟理事長 廣瀬友紀氏 協議 

１８日 金 

昭和コンクリート工業株式会社会長 村瀬恒治氏 懇談 

(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 

岐阜県芸術文化会議会長 土屋明之氏 他 挨拶 

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・次長 今井雅信氏 

岐阜県清流の国推進部・ねんりんピック推進事務局交流大会事業係長 藤原謙介氏 面談 

羽島市レクリエーション協会副理事長 勅使川原未央氏 他 協議 

 

 

 



１９日 土 

「関ケ原秋の武将イベント～島津の退き口～」オープニングセレモニー 出席 

 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 藤墳 守氏 

 関ケ原町長 西脇康代氏 

 北方町長 戸部哲哉氏 

 岐阜女子大学学長 松川禮子氏 

ぎふ善意通訳ガイドネットワーク代表 河合雅子氏 

(株)大垣共立銀行常務取締役 坂井田 勉氏 

(一社)岐阜県観光連盟相談役 上手繁雄氏 他 懇談 

２０日 日 

ぎふ清流レクリエーションフェスティバル「マラソン大会」開会式 出席 

 岐阜県ジョギング協会理事長 高橋 睦氏 他 懇談 

  

ども虐待防止「オレンジリボン運動」岐阜城ライオンズクラブ啓発活動 出席 

 医療法人登豊会近石病院理事長 近石登喜雄氏 他 懇談 

子ども虐待防止「オレンジリボン運動」啓発活動 オレンジリボンたすきリレー 激励 

 オレンジリボン岐阜ネット会長 長縄良樹氏 他 懇談 

  
関ケ原秋の武将イベント～島津の退き口～」超高速関ケ原(合戦再現劇)  出席 

 岐阜聖徳学園大学教育学部教授 竹本康史氏 他 懇談 

  
関ケ原秋の武将イベント～島津の退き口～」天下分け目の関ケ原「東西レク合戦」出席 

 大垣市レクリエーション協会理事長 日比千穂氏 他 懇談 

司会者 西村千穂氏 懇談 

 

 

 



２１日 月 

岐阜市レクリエーション協会理事・ゆっくり空手主宰 石居幸雄氏 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 

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 挨拶 

大垣女子短期大学幼児教育公開講座「グラウンド・ゴルフ」講師として出席 

  

 大垣女子短期大学幼児教育学科教授 光井恵子氏 

 大垣女子短期大学幼児教育学科准教授 中野由香里氏 

 大垣女子短期大学幼児教育学科講師 名和孝浩氏 

 神戸町レクリエーション協会会長 安田賢一氏  

 神戸町グラウンド・ゴルフ協会会長 竹田康弘氏 他 交流・懇談 

２２日 火 
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」コース下見 

 美濃市レクリエーション協会理事長 田村禎章氏 他 協議 

２３日 水 
中津川市長 青山節児氏 面談 

２４日 木 
学校法人高砂学園はしま西幼稚園親子ふれあい講座 講師として出席 

 学校法人高砂学園はしま西幼稚園園長 高砂知明氏 懇談 

２５日 金 
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 

岐南町レクリエーション協会事務局長 笹尾 武氏 他役員 協議 

２６日 土 

岐南町レクリエーションフェスティバル開会式 出席 

 岐南町レクリエーション協会会長 近石千恵美氏 

 岐阜県議会議員 田中勝士氏 

 羽島郡二町教育委員会教育長 宮脇成顯氏 他 懇談 

参議院議員 渡辺猛之氏 更なる飛躍を期待する会 出席 

 参議院議員 渡辺猛之氏 

 参議院議員 大野泰正氏 

 衆議院議員 金子俊平氏 

 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 

 サンメッセ(株)代表取締役会長 田中良幸氏 

 （一社）岐阜県私立幼稚園連合会顧問 渡辺壽男氏 他 懇談 

 

 

 

 



２７日 日 

ぎふ清流レクリエーションフェスティバル㏌中濃 

ねんりんピック岐阜2020リハーサル大会 ウォークラリー大会交流大会㏌美濃市 出席 

(美濃市健康レクリエーションフェスティバル) 

   
美濃市長 武藤鉄弘氏 

 岐阜県議会議員 佐藤武彦氏 

 美濃市レクリエーション協会会長 岩原輝夫氏 他 懇談 

ぎふ清流レクリエーションフェスティバル・ねんりんピック岐阜2020リハーサル大会 

「キンボールスポーツぎふ清流大会」 出席 

 岐阜県キンボールスポーツ連盟理事長 廣瀬友紀氏 他 懇談 

ぎふ清流レクリエーションフェスティバル・ねんりんピック岐阜2020リハーサル大会 

「健康マージャン」表彰式 出席 

   
 岐阜県健康マージャン協会理事長 山田和弘氏 他 懇談 

ぎふ清流レクリエーションフェスティバル「かるた」閉会式 出席 

  

 岐阜県かるた協会会長 川瀬建男氏 他 懇談 

２８日 月 
岐阜市レクリエーション協会副会長 小原信子氏 協議 

岐阜県キンボールスポーツ連盟理事長 廣瀬友紀氏 協議 

２９日 火 

天皇陛下御即位 岐阜県奉祝委員会設立総会 出席 

 岐阜県奉祝委員会名誉会長・岐阜県知事 古田 肇氏(代理 副知事 河合孝憲氏) 

 岐阜県奉祝委員会会長・岐阜県商工会議所連合会会長 村瀬幸雄氏 他 挨拶 

岐阜県副知事 河合孝憲氏 

岐阜県議会議員 藤本恵司氏 

羽島市議会議員 近藤伸二氏 懇談 

 



３０日 水 

岐阜市レクリエーション協会理事・ゆっくり空手主宰 石居幸雄氏 協議 

瑞穂市レクリエーション協会事務局 藤橋佐智子氏 協議 

大塚製薬(株)名古屋支店岐阜出張所所長 富吉修司氏 (退任挨拶) 

大塚製薬(株)名古屋支店岐阜出張所所長 戸﨑寛二氏 (新任挨拶) 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 

(一社)岐阜県障害者スポーツ協会総務課課長 松井文徳氏 挨拶 

３１日 木 
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 他 協議 

 


