
会長動向（7 月） 

日付 曜日 備 考 

２ 土 

レクリエーション激励集会 出席 

 岐阜県議会議員・(一社)岐阜県レクリエーション協会顧問 猫田 孝氏 

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・岐阜県インディアカ協会会長 玉田和浩氏 

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・岐阜ミニテニス協会顧問 長屋光征氏 

岐阜県議会議員・岐阜市レクリエーション協会顧問 若井敦子氏 

岐阜県議会議員・羽島市レクリエーション協会顧問 藤本恵司氏 他 

岐阜県キンボールスポーツ連盟理事長 廣瀬友紀氏 他役員 懇談 

４ 月 

サンメッセ（株）代表取締役会長 田中良幸氏 

サンメッセ（株）総務部部長 竹林啓路氏 面談 

（株）大垣共立銀行公務金融部部長  竹中哲夫氏 

（株）大垣共立銀行公務金融部副部長 土本真弓氏 

（株）大垣共立銀行公務金融部調査役 丹羽英彰氏 面談 

訪問挨拶 

太平洋工業（株） 

日本耐酸壜工業（株） 

朝日大学 

大垣女子短期大学 

５ 火 

羽島市長 松井 聡氏 面談 

笠松町長 古田聖人氏 

笠松町副町長 川部時文氏 面談 

６ 水 

「清流の国ぎふ」文化祭２０２４実行委員会設立総会・第１回総会 出席 

 岐阜県知事 古田 肇氏 

 岐阜県議会議長 平岩正光氏 

 (社福)岐阜県社会福祉協議会会長 横井 篤氏 

 (公財)岐阜県教育文化財団理事長 高木敏彦氏 

 岐阜県芸術文化会議会長 土屋明之氏 

 岐阜県市長会会長・関市長 尾関健司氏 

 岐阜県町村会会長・輪之内町長 木野隆之氏 

岐阜県副知事 大森康宏氏 

岐阜県副知事 河合孝憲氏 他委員 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 

岐阜県清流の国推進部ねんりんピック推進事務局主任 土岐峻弘氏 面談 

７ 木 

岐阜県グラウンド・ゴルフ協会会長 廣前 進氏 

羽島市グラウンド・ゴルフ協会理事長 山田紀武氏 

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 

岐阜県グラウンド・ゴルフ協会事務局長 杉山勝美氏 面談 

８ 金 

（株）トーカイ代表取締役社長 小野木孝二氏 面談 

ハビックス（株）取締役 伊神清隆氏 

ハビックス（株）総務部次長 尾本仁志氏 面談 



８ 金 

岐阜乗合自動車（株）総務部主任 川村俊太氏 面談 

大垣西濃信用金庫常勤理事・営業統括部部長 臼井孝優氏 

大垣西濃信用金庫営業統括部業務企画課課長 竹中貴洋氏 面談 

挨拶訪問 

 イビデン（株） 

アピ（株） 

日本ガード（株） 

（株）安部日鋼工業 

 

１０ 日 

報告会 出席 

 国土交通副大臣・参議院議員 渡辺猛之氏 

 衆議院議員 武藤容治氏 

 岐阜県知事 古田 肇氏 

 岐阜県議会議長 平岩正光氏 

 岐阜県議会議員 猫田 孝氏 

 岐阜県議会議員 村下貴夫氏 

 岐阜県農業協同組合連合会会長 櫻井 宏氏 他挨拶 

１１ 月 

セリア（株）取締役総務部長 三宅奈津子氏 

セリア（株）取締役総務部総務課係長 渡邊直美氏 面談 

(一財)国際クラブ名誉理事長 青山 馥氏 

(一財)国際クラブ専務理事 髙橋雄造氏 面談 

岐阜県農業協同組合連合会会長 櫻井 宏氏 面談 

（株）十六銀行地域創生部部長 岩井浩司氏 

（株）十六銀行地域創生部地域創生グループ調査役 恩田昌直氏 

（株）十六銀行地域創生部地域創生グループ課長代理 末松佑一朗氏 面談 

神戸町レクリエーション協会会長 若松卓郎氏 面談 

１２ 火 

岐阜市レクリエーション協会理事・岐阜市ゆっくり空手道主宰 石居幸雄氏 面談 

演出家・(一社)岐阜県レクリエーション協会アドバイザー 小島紀夫氏 

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 他 

協議 

１３ 水 
岐阜県副知事 大森康宏氏 面談 

岐阜県グラウンド・ゴルフ協会会長 廣前 進氏 面談 

１４ 木 岐阜市レクリエーション協会副理事長 石居太郎氏 面談 

１６ 土 

「ミナレク運動推進リーダー養成講習会(幼児・児童・生徒・学生レク)」 

「レクリエーション用具活用セミナー」 出席 

 羽島市レクリエーション協会副理事長 勅使川原未央氏 

 各務原市レクリエーション協会理事長 奥村京子氏 他 交流 

羽島市観光協会長 吉田 登氏 他 面談 

１７ 日 

「ミナレク運動推進リーダー養成講習会(就業者・高齢者レク) 

「レクリエーション用具活用セミナー」 出席 

 岐阜県キンボールスポーツ連盟副会長 廣瀬友紀氏 

 (公社)日本３Ｂ体操協会７岐阜県支部支部長 菅原敦子氏 他 交流 

「ＢＬＯＣＫ４７ １００日記念イベント・レクリエーション体験」 出席 

 大日産業（株）代表取締役社長 林 幹根氏 

羽島市観光協会長 吉田 登氏 

岐阜県議会議員 藤本恵司氏  



１７ 日 衆議院議員 武藤容治事務所秘書 小檜山千代久氏 他 交流 

１８ 月 

「ミナレク運動推進リーダー養成講習会(障がい者レク) 

「レクリエーション用具活用セミナー」 出席 

 美濃加茂市レクリエーション協会事務局長 林 美貴子氏 

 各務原市レクリエーション協会理事長 奥村京子氏 他 交流 

羽島市レクリエーション協会副理事長 勅使川原未央氏 他役員 懇談 

１９ 火 大同印刷（株）営業担当 山下文隆氏 面談 

２０ 水 

故 (公財)岐阜県スポーツ協会顧問 石榑詔之氏 告別式 参列 

岐阜新聞・岐阜放送(岐阜・西濃)懇談会 ７月例会 出席 

 岐阜県議会議員 野島征夫氏 

 岐阜県議会議員 松村多美夫氏 

 岐阜県議会議員 廣瀬 修氏 

 大野町長 宇佐美晃三氏 

 (一財)国際クラブ専務理事 髙橋雄造氏 

(公財)岐阜県教育文化財団理事長 高木敏彦氏 他挨拶 

２１ 木 
岐阜県相撲連盟理事長 青山英治氏 面談 

グロー高等学院学院長代理・副学長 河島正弘氏 面談 

２２ 金 

国土交通副大臣・参議院議員 渡辺猛之氏 面談 

第93回都市対抗野球大会「西濃運輸×ＥＮＥＯＳ」試合 観戦 

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 

サンメッセ（株）代表取締役会長 田中良幸氏 

衆議院議員 棚橋泰文氏 

 国土交通副大臣・参議院議員 渡辺猛之氏 

 大垣市長 石田 仁氏 

 十六フィナンシャルグループ会長 村瀬幸雄氏 

 イビデン（株）会長 竹中裕紀氏 

（株）岐阜新聞社名誉会長 杉山幹夫氏 

 （株）岐阜新聞社代表取締役社長 矢島 薫氏 

朝日大学学長 大友克之氏           他 

２４ 日 

「清流の国ぎふ 地歌舞伎勢揃い公演」夏公演 観覧 

 岐阜県副知事 大森康宏氏 

 恵那市長 小坂喬峰氏 

 岐阜県議会議員 水野正敏氏 

 岐阜県議会議員 森 益基氏 

 (公財)岐阜県教育文化財団理事長 高木敏彦氏 他 

２５ 月 参議院議員 渡辺猛之事務所秘書 大東由幸氏 面談 

２６ 火 

岐阜県副知事 河合孝憲氏 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 

２７ 水 

和光会グループ理事長 山田 豪氏 

社会福祉法人 和光会 児童館統括館長 古田稔幸氏 面談 

羽島市市民協働部スポーツ推進課係長 中尾 聡氏 面談 

２８ 木 

大垣共立銀行（株）ぎふ県庁支店支店長 所 沙也香氏 

大垣共立銀行（株）ぎふ県庁支店調査役 大塚恭生氏 面談 

岐阜県清流の国推進部ねんりんピック推進事務局長 若山 典氏 挨拶 

２９ 金 
岐阜少年鑑別所 感謝状授与式 出席 

 岐阜少年鑑別所所長 下原正裕氏 面談 



２９ 金 

(公財)岐阜県スポーツ協会専務理事 増田和伯氏 

(公財)岐阜県スポーツ協会常務理事 原 克彦氏 面談 

大垣ミナモソフトボールクラブ ゼネラルマネージャー 栗山利宏氏 

（株）岐阜放送営業局プロモーション室長 寺田良司氏 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 面談 

岐阜市レクリエーション協会副理事長 石居太郎氏 面談 

３０ 土 岐阜県ライフル射撃協会理事長 鷲見勝彦氏 面談 

 

 


