
会長動向（6 月） 

日付 曜日 備 考 

１日 水 

岐南町レクリエーション協会総会 出席 

 岐南町レクリエーション協会会長・(社福)登豊会副理事長 近石千恵美氏 

 岐阜県議会議員・岐阜県キンボールスポーツ連盟会長 田中勝士氏 

 衆議院議員・(一社)岐阜県レクリエーション協会顧問 武藤容治氏(代理) 

 岐南町グラウンド・ゴルフ協会会長 小出悦司氏 他役員 協議 

岐南町長 小島英雄氏 

岐南町副町長 傍島敬隆氏 挨拶 

岐南町福祉部長 中村宏泰氏 面談 

２日 木 

サンメッセ（株）代表取締役会長 

(一社)岐阜県レクリエーション協会顧問 田中良幸氏 面談 

セイノーホールディングス（株）顧問 

(公財)田口福寿会事務局長 一柳正義氏 面談 

岐阜県ミセスフォークダンス協会ダンスパーティー 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・会員 交流 

３日 金 (学)大橋学園ユマニテク短期大学幼児教育学科 1年生授業 講師として出席 

４日 土 

美濃加茂市レクリエーション協会総会 出席 

 衆議院議員・(一社)岐阜県レクリエーション協会顧問 金子俊平氏(代理) 

  美濃加茂市長・美濃加茂市レクリエーション協会顧問 藤井浩人氏 

美濃加茂市レクリエーション協会会長・美濃加茂市議会議員 牧田秀憲氏 他 協

議 

郡上市レクリエーション協会総会 出席 

 衆議院議員・(一社)岐阜県レクリエーション協会顧問 金子俊平氏(代理) 

 郡上市レクリエーション協会会長 高平忠男氏 

(社福)郡上市社会福祉協議会会長 石神 鉂氏 

郡上市シニアクラブ連合会会長 長尾 幹氏 他 協議 

５日 日 

「国政報告会」 出席 

 衆議院議員・(一社)岐阜県レクリエーション協会顧問 武藤容治氏 

 羽島市長 松井 聡氏 

 岐阜県議会議員 藤本恵司氏 他 懇談 

事務所開所式 出席 

 参議院議員・(一社)岐阜県レクリエーション協会顧問 渡辺猛之氏 

 岐阜県知事 古田 肇氏 

 岐阜県議会議員 村下貴夫氏 他 挨拶 

６日 月 

岐阜新聞・岐阜放送懇談会 ６月例会 出席 

 講演 「ウクライナ戦争で見えてきた危機」 

 講師 国際地政学研究所上席研究員 奥山真司氏 

７日 火 岐阜県清流の国推進部次長 今井雅信氏 面談 

９日 木 

岐阜県清流の国推進部次長 今井雅信氏 面談 

オレンジリボン岐阜ネット総会 出席 

 内閣府特命担当大臣・衆議院議員 野田聖子氏(代理) 

 岐阜県議会議員 広瀬 修氏 

 岐阜県議会議員 若井敦子氏 



９日 木 オレンジリボン岐阜ネット会長 長縄良樹氏 他 役員協議 

１０日 金 

(公財)岐阜県スポーツ協会スポーツ科学課課長 濱 茂樹氏 面 

岐阜県教育委員会・総合教育センター講座 

「幼稚園等新規採用教育研修」 講師として出席 

１１日 土 

美濃市レクリエーション協会総会 出席 

 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 他役員 協議 

関市レクリエーション協会総会 出席 

 関市長 尾関健治氏 

 関市レクリエーション協会会長 春見 隆氏 他役員 協議 

政経フォーラム 出席 

 衆議院議員・(一社)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・(一社)岐阜県レクリエーション協会顧問 渡辺猛之氏 

 岐阜県議会議員・養老町レクリエーション協会会長 村下貴夫氏 

 岐阜市長 柴橋正直氏 

 岐阜県農業協同組合中央会会長 櫻井 宏氏 他挨拶 

１２日 日 

(公財)日本レクリエーション協会公認 

「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 他交流 

１５日 水 

岐阜県清流の国推進部次長 今井雅信氏 面談 

(公財)岐阜県教育文化財団理事会 出席 

 (公財)岐阜県教育文化財団理事長 高木敏彦氏 他役員 協議 

１６ 木 

(同)ＴＩＬＬＩＴ代表社員 米田正二郎氏 

(同)ＴＩＬＬＩＴ社員 吉村弘和氏 面談 

 

１７ 金 
(公財)日本レクリエーション協会評議員会 出席(リモート) 

 (公財)日本レクリエーション協会理事長 樋口修資氏 他役員 協議 

１８ 土 

海津市レクリエーション協会総会 出席 

 海津市レクリエーション協会会長・岐阜県議会議員 森 正弘氏 

 海津市長(代理 海津市教育委員会事務局長 大橋隆幸氏)  他役員 協議 

北方町レクリエーション協会総会 出席 

 北方町長(代理 北方町教育委員会教育長 名取康夫氏 

 (医)和光会グループ理事長 山田 豪氏 

 (社福)北方町社会福祉協議会会長 鷲見正行氏 他役員 協議 

１９ 日 

揖斐川町レクリエーション協会総会 出席 

 岐阜県議会議員 所 竜也氏 

 揖斐川町レクリエーション協会会長 澤田利之氏 

 揖斐川町軽スポーツ連盟副会長 山﨑良明氏 他役員 協議 

岐阜県議会議員 藤本恵司氏 

衆議院議員 武藤容治事務所秘書 小檜山千代久氏 

参議院議員 大野泰正事務所秘書 高井雅之氏 他懇談 

２１ 火 

名鉄観光サービス（株）岐阜支店長 中島優人氏 面談 

可児市レクリエーション協会総会 出席 

 可児市レクリエーション協会会長・(社福)仁愛会理事 田渕竜也氏 

 (社福)可児市社会福祉協議会常務理事 西田清美氏 

 岐阜県グラウンド・ゴルフ協会パソコン委員長 川崎浩三氏 他役員協議 



２１ 火 

(学)高砂学園理事会・評議員会・監事会 出席  

 (学)高砂学園理事長 高砂房子氏 

羽島幼稚園園長 高砂秀利氏  

笠松幼稚園園長 川田副武氏  

はしま西幼稚園園長 高砂知明氏 他役員協議 

２２ 水 

参議院議員 渡辺猛之氏 

岐阜県知事 古田 肇氏 

内閣府特命担当大臣・衆議院議員 野田聖子氏 

衆議院議員 武藤容治氏 

岐阜県議会議員 猫田 孝氏 

岐阜県議会議員 村下貴夫氏 他 挨拶 

昭和コンクリート工業（株）代表取締役社長 村瀬大一郎氏 面談 

（株）岐阜文芸社代表取締役会長 飯尾 寛氏 

（株）岐阜文芸社代表取締役社長 飯尾 賢氏 面談 

(医)英集会理事長・福富医院院長 福富 悌氏 面談 

（株）高修代表取締役社長 髙橋圭司氏 面談 

(医)登豊会・近石病院 訪問挨拶 

(学)春日学園・はなぞの幼稚園 訪問挨拶 

２４ 金 
大垣市議会議員 田中孝典氏 面談 

岐阜県ライフル射撃協会理事長 鷲見勝彦氏 面談 

２５ 土 

「清流の国ぎふ」文化祭２０２４企画委員会 出席 

 岐阜県知事 古田 肇氏 

 「清流の国ぎふ」文化祭２０２４企画委員長・岐阜県美術館館長 日比野克彦氏 

 岐阜県商工会議所連合会会長・（株）十六銀行会長 村瀬幸雄氏 

 岐阜市長 柴橋正直氏 

 岐阜大学学長 吉田和弘氏 

 (公財)岐阜県教育文化財団理事長 高木敏彦氏 他委員 協議 

(一社)岐阜県障害者スポーツ協会定時社員総会・理事会 出席 

 (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 

２６ 日 

岐阜県キンボールスポーツ連盟総会 出席 

 岐阜県キンボールスポーツ連盟会長・岐阜県議会議員 田中勝士氏 他役員 協議 

岐阜県キンボールスポーツ連盟副会長 廣瀬友紀氏 他役員 懇談 

(公財)日本レクリエーション協会公認 

「レクリエーション・インストラクター養成講習会」 激励 

２７ 月 大垣市北地区センター 訪問挨拶 

２８ 火 

挨拶訪問 

岐阜県知事 古田 肇氏(秘書課) 

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 

岐阜県教育委員会教育長 堀 貴雄氏 他 

２９ 水 

(学)高砂学園・はしま西幼稚園園長 高砂知明氏 面談 

羽島市スポーツ推進審議会 出席 

 羽島市スポーツ協会会長・福寿工業（株）代表取締役社長 高木 豊氏 他委員協

議 

 



 

２９ 水 

レクリエーション激励集会 出席 

 参議院議員・(一社)岐阜県レクリエーション協会顧問 大野泰正氏 

岐阜県議会議員・養老町レクリエーション協会会長 村下貴夫氏 

 岐阜県議会議員・関市レクリエーション協会顧問 尾藤義昭氏 

 岐阜県議会議員・海津市レクリエーション協会会長 森 正弘氏 

 岐阜県議会議員・大垣市レクリエーション協会顧問 伊藤秀光氏 

 岐阜県議会議員・郡上市レクリエーション協会顧問 野島征夫氏 

 岐阜県議会議員・各務原市レクリエーション協会会長 松岡正人氏 

 岐阜県議会議員・加茂郡レクリエーション協会顧問 加藤大博氏 

 岐阜県議会議員・飛騨市レクリエーション協会会長 布俣正也氏 

 中津川市長・中津川市レクリエーション協会顧問 青山節児氏 他 

岐阜県副知事 河合孝憲氏 面談 

岐阜県副知事 平木 省氏 面談 

３０ 木 

岐阜県ジョギング協会理事長 髙橋 睦氏 面談 

岐阜県相撲連盟理事長 青山英治氏 面談 

岐阜県キンボールスポーツ連盟副会長・羽島市議会議員 豊島保夫氏 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 

 


