
会⾧動向（１２月） 

日付 曜日 備 考 

２日 月 

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 協議 

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 火 
（一社）岐阜県私学振興会常務理事 近藤 登氏 面談 

元岐阜県教育委員会教育長 故 日比治男氏 通夜式参列 

４日 水 

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 

岐阜県フラットゴルフ協会役員 協議 

５日 木 

岐阜県ミセスフォークダンス協会「冬のフォークダンス大会」開会式 出席 

   

 岐阜県ミセスフォークダンス協会会長 梶原美知子氏 他 懇談 

関市レクリエーション協会理事長 小久保和美氏 面談 

６日 金 
名鉄観光サービス㈱名古屋中央支店副支店長 吉田 宏氏 

名鉄観光サービス㈱名古屋中央支店営業 後藤啓介氏 面談 

７日 土 

加茂郡レクリエーション協会交流大会開会式 出席 

 岐阜県議会議員 加藤大博氏 

 富加町長 板津德次氏 

 加茂郡レクリエーション協会会長 井尾達之氏 他 懇談 

９日 月 
瑞穂市レクリエーション協会理事 吉崎靖昌氏 面談 

１０日 火 

（一財）国際クラブ名誉理事長 青山馥氏 

（一財）国際クラブ理事長 青山るみ氏 

（一財）国際クラブ専務理事 高橋雄造氏 懇談 

（社福）登豊会 うれしの東保育園園長 加藤志保氏 面談 

１１日 水 

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 

羽島市グラウンド・ゴルフ協会懇親会 出席 

 岐阜県グラウンド・ゴルフ協会名誉会長 吉田 昭氏 他役員 懇談 

１２日 木 
山県市歴史研究家 土田繁寿氏 面談 

（特非）ぎふ・プロジェクトネットワーク理事長 岸田哲哉氏 面談 



１３日 金 
岐阜県ターゲット・バードゴルフ協会副理事長 徳田文子氏 面談 

１４日 土 

（特非）岐阜県レクリエーション協会懇談会 出席 

  
 

 岐阜県議会スポーツ振興議員連盟会長 猫田 孝氏 

 参議院議員 渡辺猛之氏 

 羽島市長 松井 聡氏 

 岐阜県知事代理（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 

 岐阜県議会議長代理（岐阜県議会企画経済委員長）伊藤秀光氏 

 岐阜県議会議員 松村多美夫氏 

 岐阜県議会議員 松岡正人氏 

 岐阜県議会議員 布俣正也氏 

 （一社）岐阜県障害者スポーツ協会会長 岡本敏美氏 

 岐阜県私学団体連合会会長 下屋浩美氏 

 岐阜県知事令夫人 古田千鶴子氏 

 ぎふ善意通訳ガイドネットワーク会長 河合雅子氏  

 （一財）国際クラブ理事長 青山るみ氏 

 （一財）国際クラブ専務理事 高橋雄造氏 

 歌手  大城バネサ氏 他 懇談 

１５日 日 

羽島市野球リーグ連盟行事閉会式 出席 

 羽島市教育委員会教育長 森嘉長氏 

 岐阜県議会議員 藤本恵司氏 

 羽島市レクリエーション協会副会長・羽島市野球リーグ連盟会長 岩田源五氏 他挨拶 

土岐市レクリエーション協会役員懇親会 出席 

 土岐市レクリエーション協会会長 菅原敦子氏 

 土岐市グラウンド・ゴルフ協会会長 林 道彦氏 他 懇談 

１６日 月 

（公財）岐阜県体育協会専務理事 増田和伯氏 挨拶 

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 

衆議院議員 武藤容治事務所 秘書 小檜山千代久氏 面談 

１８日 水 
岐阜県立下呂看護専門学校校長 村瀬千里氏 面談 

岐阜県立下呂看護専門学校２年生授業の講義 

 

 

 



１９日 木 

岐阜県大河ドラマ「麒麟がくる」推進協議会 岐阜の魅力お披露目大会 出席 

 岐阜県知事・岐阜県大河ドラマ「麒麟がくる」推進協議会会長 古田 肇氏 

 岐阜県副知事 平木 省氏 

 可児市長 冨田成輝氏 

 ㈱十六銀行取締役頭取 村瀬幸雄氏 

 サンメッセ㈱代表取締役会長・大垣観光協会会長 田中良幸氏 

 岐阜県地歌舞伎保存会会長・瑞浪市観光協会会長 小栗榮輝氏 

 （一社）岐阜県観光連盟会長 岸野吉晃氏 

 （一社）岐阜県観光連盟相談役 上手繁雄氏 他 挨拶 

２０日 金 

羽島市教育委員会スポーツ推進課係長 三品貴司氏 協議 

参議院議員 大野泰正事務所 秘書 高井雅之氏 面談 

㈱岐阜新聞社取締役相談役・岐阜市レクリエーション協会会長 碓井 洋氏 面談 

２３日 月 
㈱岐阜文芸社企画営業グループ課長 曽我部利幸氏 挨拶 

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 

２４日 火 
岐阜県ジョギング協会理事長 高橋 睦氏 面談 

神戸町レクリエーション協会副会長 若松卓郎氏 協議 

２５日 水 

羽島市教育委員会教育長 森嘉長氏 他 面談 

（一財）国際クラブ理事長 青山るみ氏 

（一財）国際クラブ専務理事 高橋雄造氏 面談 

岐阜県グラウンド・ゴルフ協会会長 廣前 進氏 懇談 

年末挨拶訪問 

岐阜県知事 古田 肇氏 

岐阜県副知事 平木 省氏 

岐阜県副知事 河合孝憲氏 

岐阜県議会事務局長 市川篤丸氏 

岐阜県清流の国推進部部長 尾鼻 智氏 

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 

岐阜県議会議員 猫田 孝氏 

羽島市長 松井 聡氏 

サンメッセ㈱代表取締役会長 田中良幸氏 

㈱大垣共立銀行取締役会長 土屋 嶢氏 

イビデン㈱代表取締役会長 竹中裕紀氏 

太平洋工業㈱代表取締役社長 小川信也氏 

セイノーホールディングス㈱代表取締役社長 田口義隆氏 

公益財団法人田口福寿会理事 横井 篤氏 

日本耐酸壜工業㈱代表取締役会長 堤 俊彦氏 

㈱セリア代表取締役社長 河合映治氏 

 

 

 



２６日 木 

年末挨拶訪問 

昭和コンクリート工業㈱名誉会長 村瀬恒治氏 

株式会社十六銀行頭取 村瀬幸雄氏 

ぎふ農業協同組合代表理事組合長 櫻井 宏氏 

中日新聞岐阜支社報道部部長 柏田健次郎氏 

㈱岐阜新聞社東濃総局総局長 野中準二氏 面談 

多治見市副市長 佐藤喜好氏 面談 

（社福）仁愛会理事・特養フローレ川合施設長 田渕竜也氏 面談 

２７日 金 

年末挨拶 

岐阜市鷺山ウォーキングクラブ 

(公財)岐阜県体育協会 

岐阜メモリアルセンター(㈱技研サービス・㈱日本ガード・昭和建物管理㈱) 

２８日 土 
岐阜県議会議員 若井敦子氏 挨拶 

 


