
会長動向（４月） 

日付 曜日 備 考 

１日 金 

岐阜メモリアルセンター管理団体 新年度挨拶 

 (公財)岐阜県スポーツ協会、技研サービス（株）、昭和建物管理（株）、日本ガード（株） 

(公財)岐阜県スポーツ協会専務理事 増田和伯氏 面談 

岐阜県清流の国推進部次長 今井雅信氏 新任挨拶来訪 

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 

2日 土 

岐阜県ターゲット・バードゴルフ協会会長 長谷部光由氏 

岐阜県ターゲット・バードゴルフ協会事務局長 徳田文子氏 他役員 面談 

衆議院議員・岐阜県レクリエーション協会顧問 武藤容治氏 

参議院議員・岐阜県レクリエーション協会顧問 渡辺猛之氏 

参議院議員・岐阜県レクリエーション協会顧問 大野泰正氏 

羽島市長 松井 聡氏 

岐阜県議会議員 藤本恵司氏 他 挨拶 

3日 日 

マーサ21 eスポーツフェスティバル in 魁！eスポーツ塾！ 視察 

カワボウ（株）代表取締役社長 川島正樹氏 

(一社)岐阜県ｅスポーツ連合会長 坂 英明氏 

(公財)岐阜県教育文化財団理事長 高木敏彦氏 懇談 

４日 月 

岐阜県知事 古田 肇氏 面談 

岐阜県副知事 平木 省氏 面談 

岐阜県副知事 河合孝憲氏 面談 

岐阜県警察本部生活安全部部長・警視正 森島竜一氏 面談 

岐阜県警察本部刑事部部長・警視正 佐名康太氏 面談 

岐阜県私学団体連合会会長・高山レクリエーション協会会長 下屋浩実氏 面談 

参議院議員 渡辺猛之事務所秘書 大東由幸氏 面談 

新年度挨拶 

岐阜県議会議員 平岩正光氏 

岐阜県教育委員会教育長 堀 貴雄氏 

岐阜県教育委員会体育健康課課長 浦野善裕氏 

岐阜県清流の国推進部部長 長尾安博氏 

岐阜県清流の国推進部ねんりんピック推進事務局長 若山 典氏 

岐阜県清流の国推進部ねんりんピック推進事務局次長 小川修史氏 

岐阜県清流の国推進部ねんりんピック推進事務局課長補佐兼企画係長 伊東邦昭氏 

岐阜県清流の国推進部競技スポーツ課課長 近本 彰氏 

岐阜県健康福祉部部長 堀 裕行氏 

岐阜県健康福祉部次長 渡辺幸司氏 

岐阜県商工労働部観光国際局局長 丸山 淳氏 

岐阜県商工労働部観光国際局副局長 堀 智考氏 

岐阜県環境生活部県民文化局局長 篭橋智基氏 

岐阜県環境生活部県民文化局文化創造課課長 大川 敦氏 

岐阜県総務部県庁舎開設準備課課長 青木伸泰氏 



（株）大垣共立銀行ぎふ県庁支店支店長 所 沙也香氏 

（株）十六銀行県庁支店支店長 國島正人氏 

岐阜県私学団体連合会常務理事 近藤 登氏 

(社福)岐阜県共同募金会常務理事 武山重幸氏 

(一社)岐阜県私立幼稚園連合会 

(一社)岐阜県障害者スポーツ協会 

(一財)岐阜県老人クラブ連合会 

(社福)岐阜県福祉事業団 

(社福)岐阜県社会福祉協議会 他 

5日 火 

新年度挨拶 

(公財)岐阜県教育文化財団常務理事・ぎふ清流文化プラザ館長 安江真美氏 

(公財)岐阜県教育文化財団事務局長 佐橋 誠氏 

(公財)岐阜県教育文化財団プラザ事業課課長 加納 勤氏 

(公財)岐阜県教育文化財団健康長寿課課長・施設管理課課長 竹内淳二氏 

岐阜県障害福祉課主査((公財)岐阜県教育文化財団駐在) 服部香代子氏  

6日 水 

岐阜大学教育学部教授・岐阜県レクリエーション協会アドバイザー 春日晃章氏 面談 

大垣女子短期大学幼児教育学科学科長・教授 光井恵子氏 

大垣女子短期大学幼児教育学科・准教授 垣添忠厚氏 面談 

7日 木 

(学)まこと学園ベルフォート美容専門学校 新入学生レク研修講師として出席 

 (学)まこと学園ベルフォート美容専門学校学校長 長尾拓朗氏 他 交流 

岐阜県ミセスフォークダンス協会総会 出席 

 岐阜県ミセスフォークダンス協会会長 三島道子氏 

 岐阜県ミセスフォークダンス協会理事長 古谷 妙氏 他役員 挨拶 

8日 金 

羽島市長 松井 聡氏 面談 

羽島市教育委員会教育長 森 嘉長氏 面談 

岐阜県清流の国推進部ねんりんピック推進事務局次長 小川修史氏 

岐阜県清流の国推進部ねんりんピック推進事務局課長補佐兼企画係長 伊東邦昭氏 

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主任 小澤友教氏 面談 

9日 土 

羽島市レクリエーション協会総会 出席 

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(代理) 

 羽島市長 松井 聡氏 

 岐阜県議会議員 藤本恵司氏 

 羽島市議会議長 糟谷玲子氏 他役員 協議 

10日 日 

大垣ミナモソフトボールクラブ×デンソー 試合観戦 

 岐阜県知事 古田 肇氏 

 セイノーホールディングス（株）代表取締役社長 田口義隆氏 

 太平洋工業（株）代表取締役社長 小川信也氏 

 日本耐酸壜工業（株）代表取締役会長 堤 俊彦氏 

 （株）大垣共立銀行取締役頭取 境 敏幸氏 

サンメッセ（株）代表取締役社長 田中尚一郎氏 

岐阜県清流の国推進部部長 長尾安博氏  他 交流 

12日 火 
羽島市グラウンド・ゴルフ協会総会 出席 

 羽島市グラウンド・ゴルフ協会理事長 山田紀武氏 他役員 協議 



13日 水 
羽島市教育委員会スポーツ推進課係長 中尾 聡氏 面談  

14日 木 

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 

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 

15日 金 

岐阜県キンボールスポーツ協会副会長 豊島保夫氏 面談 

岐阜県グラウンド・ゴルフ協会パソコン委員会委員長 川崎浩三氏 面談 

(社福)可児市社会福祉協議会常務理事 西田清美氏 

可児市教育委員会教育総務課課長 石原雅行氏 面談 

17日 日 

ぎふスポーツフェア 2022「岐阜県ターゲット・バードゴルフ大会」開会式 出席 

 岐阜県ターゲット・バードゴルフ協会会長 長谷部光由氏 

郡上市レクリエーション協会会長 高平忠男氏 

揖斐川町レクリエーション協会副会長 山崎良明氏 他役員 交流 

18日 月 

岐阜市立東長良中学校校長 平岩 徹氏 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 

不破郡レクリエーション協会副会長・経営管理アドバイザー 岸田美也子氏 面談 

19日 火 

(公財)岐阜県教育文化財団理事長 高木敏彦氏 面談 

羽島市スポーツ推進委員会委員長 小森博昭氏 

羽島市議会議員 南谷佳寛氏 

羽島市市民協働部スポーツ推進課課長 箕浦勝博氏 

羽島市市民協働部スポーツ推進課係長 中尾 聡氏 挨拶 

20日 水 
「清流の国ぎふ花と緑の振興センター」の開所に係る記念講演会 出席 

 ぎふ花と緑の振興コンソーシアム理事長 加藤孝義氏 他 挨拶 

21日 木 
衆議院議員 武藤容治事務所秘書 小檜山千代久氏 面談 

22日 金 

(公財)岐阜県教育文化財団理事長 高木敏彦氏 面談 

岐阜県相撲連盟会長代行 北倉利治氏 

岐阜県相撲連盟理事長 青山英治氏 面談 

23日 土 

第３４回ぎふスポーツフェア２０２２「ふれあいレク広場」 出席 

 岐阜市レクリエーション協会副会長 小原信子氏 

 羽島市レクリエーション協会副理事長 勅使川原未央氏 

 大垣女子短期大学准教授 垣添忠厚氏 

 岐阜県マンカラ協会理事 吉田明世氏 他役員 交流 

24日 日 

恵那市レクリエーション協会総会 出席 

 衆議院議員・岐阜県レクリエーション協会顧問 古屋圭司氏 

 岐阜県議会議員 水野正敏氏 

 恵那市長 小坂喬峰氏 

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 

２5日 月 
大日産業（株）代表取締役ＣＥＯ 林 幹根氏 面談 

26日 火 

羽島市市民協働部スポーツ推進課係長 中尾 聡氏 面談 

岐阜家庭裁判所調停委員 南谷勝子氏 面談 



 

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・（株）岐阜新聞社代表取締役社長 矢島 薫氏 

 岐阜市レクリエーション協会理事長・岐阜大学硬式野球部総監督 福井雅一氏 

 岐阜県議会議員 玉田和浩氏 

 岐阜県議会議員 長屋光征氏 

 岐阜県議会議員 広瀬 修氏 

 岐阜県議会議員 若井敦子氏 

 昭和コンクリート工業（株）会長 村瀬恒治氏 

(一社)岐阜県障害者スポーツ協会会長 岡本敏美氏 他役員 協議 

ぎふ善意通訳ガイドネットワーク会長 河合雅子氏 面談 

27日 水 

養老町レクリエーション協会総会 出席 

 養老町レクリエーション協会会長・岐阜県議会議員 村下貴夫氏 

 養老町長代理・養老町総務部長 川口智也氏 

 養老町レクリエーション協会副会長・養老町議会議員 野村永一氏 他役員 協議 

岐阜県清流の国推進部ねんりんピック推進事務局長 若山 典氏 

岐阜県清流の国推進部ねんりんピック推進事務局次長 小川修史氏 

岐阜県清流の国推進部ねんりんピック推進事務局課長補佐兼企画係長 伊東邦昭氏 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 他役員 協議 

28日 木 

羽島市グラウンド・ゴルフ大会 出席 

 羽島市長 松井 聡氏 

 羽島市議会議長 糟谷玲子氏 他役員 交流 

笠松町グラウンド・ゴルフ大会 出席 

 笠松町長 古田聖人氏 

 笠松町議会議長 川島功士氏 

 岐阜県グラウンド・ゴルフ協会会長 廣前 進氏 他 交流 

明蓬館高等学校サポート校・グロー高等学院学院長代理 河島正弘氏 面談 

29日 金 
北方町レクリエーション協会会長 古田稔幸氏 面談 

30日 土 

各務原市レクリエーション協会会長・岐阜県議会副議長 松岡正人氏 面談 

各務原市レクリエーション協会総会 出席 

 各務原市レクリエーション協会会長・岐阜県議会副議長 松岡正人氏 

 各務原市レクリエーション協会顧問・岐阜県議会議員 伊藤正博氏 

 衆議院議員 武藤容治事務所秘書 小檜山千代久氏 他役員 協議 

岐阜県かるた協会会長 川瀬建男氏 面談 

「清流の国ぎふ 地歌舞伎勢揃い公演」幕開け公演 出席 

 岐阜県知事 古田 肇氏 

 岐阜県地歌舞伎保存振興協議会会長 小栗幸江氏 

 岐阜県議会議員 玉田和浩氏 

 岐阜県議会議員 布俣正也氏 

 瑞浪市長 水野光二氏 

 中津川市長 青山節児氏 他 鑑賞 

 

 


