
令和３年（２０２１年）７月の大垣市長の動き 
 

第１週 
令和３年７月１日（木） 

9:00～ 第66期大垣竹の子会新役員挨拶 

10:00～ 大垣4ロータリークラブ新役員挨拶 

 

令和３年７月２日（金） 

9:30～ 第71回「社会を明るくする運動」内閣総理大臣・岐阜県知事メッセージ伝達式 

 
毎年7月は“社会を明るくする運動”の強化月間です。大垣保護区 保護司会、 

大垣地区 更生保護女性会の皆さまから内閣総理大臣・岐阜県知事のメッセージを受け取りました。 

10:30～ 大垣消防組合議会臨時会・全員協議会 

14:30～ 全国史跡整備市町村協議会 第1回役員会 

19:00～ 大垣市青年のつどい協議会 市長杯ボウリング大会 

 

令和３年７月３日（土） 

15:00～ 県新型コロナウイルス感染症対策協議会及び対策本部本部員会議 

17:15～ 「食のまちづくり」ワークショップ 

 

令和３年７月４日（日） 

9:20～ 令和3年度水防訓練 

10:00～ ぷちハツラツ市 はつらつラジオ出演 



第２週 
令和３年７月５日（月） 

10:00～ 災害時における協力体制に関する協定締結式 

 

大垣市社会福祉協議会、大垣青年会議所と災害時に開設する 

災害ボランティアセンターの運営協力に関する協定を締結しました。 

 

令和３年７月６日（火） 

10:00～ 令和3年西美濃さくら苑介護老人保健施設事務組合議会 第1回臨時会 

13:30～ 大垣城ライオンズクラブゴルフ会からの寄附贈呈式 

 

未来を担う子どもたちのため 10万円ご寄附いただきました。 

ありがとうございました。 

15:30～ （公社）岐阜県宅地建物取引業協会西濃支部役員が挨拶 

16:00～ 西濃農林事務所 山田幸樹 所長が面談 

18:00～ 新型コロナウイルスワクチン接種に関する市町村長との意見交換会 

 

令和３年７月７日（水） 

10:00～ ライオンズクラブ新役員挨拶 



17:30～ 第5子出産に伴う出産祝金等贈呈 

 

生まれた子どもにスプーンを贈ると食べ物に困らず、幸せになれるというヨーロッパの風習に因み、 

県産木材を使ったスプーンもプレゼントしました。お誕生おめでとうございます！ 

 

令和３年７月８日（木） 

10:00～ 福祉関係者が褒章受章に伴う表敬 

 

左：緑綬褒章（りょくじゅほうしょう）ボランティアグループ「すぃとぴー」の皆様 

右：藍綬褒章（らんじゅほうしょう）髙橋和子 様 

ご受章、誠におめでとうございます。 

11:00～ 西南濃森林組合 坂口智之 組合長が挨拶 

13:00～ 東海環状自動車道西回りルート建設促進大会 

14:00～ 東海環状自動車道建設促進・揖斐川流域市町連合 要望 

 



令和３年７月９日（金） 

10:00～ 横断歩道マナー日本一宣言書署名式・交通指導取締り啓発活動出発式 

 

大垣警察署長立会いの下、大垣市、輪之内町、安八町、神戸町の大安地区の全首長にて 

「横断歩道マナー日本一宣言」をしました。 

13:30～ 国際交流ボランティアグループ WING 加藤咲子 会長が面談 

14:30～ 大垣土木事務所 奥田 雅之 所長が面談 

15:30～ 岐阜国道事務所 米村 享紘 所長が挨拶 

16:30～ 大垣フォーラムホテル男子ソフトボール部が全日本実業団 

男子ソフトボール選手権大会出場に伴う表敬 

 
右から揖斐川工業株式会社 取締役総務部長 近藤高善様、 

   大垣フォーラムホテル男子ソフトボール部 部長 若原宏行様、 

   同 監督 林 俊輔さま、同 キャプテン 柳生豪士様 

 

令和３年７月１１日（日） 

10:00～ PEACE ROAD 2021 in Gifu 開会式 

19:00～ 大垣市商店街連絡協議会 常任理事会 

 

第３週 
令和３年７月１２日（月） 

8:40～ 大垣西濃信用金庫笠縫支店開店セレモニー 

9:30～ 大垣公共職業安定所 高橋 英治 所長と面談 

13:30～ 令和3年第2回あすわ苑老人福祉施設事務組合議会定例会 

 

令和３年７月１３日（火） 

14:00～ 市町村長向け危機管理対応研修トップフォーラム 

15:20～ 「空飛ぶ ランドセルギフト」引渡し式 

 



令和３年７月１４日（水） 

10:00～ 西濃保健所 鷹尾 明 所長が挨拶 

15:00～ 全国市長会 理事・評議員合同会議 

16:30～ 大垣北バドミントン少年団が「若葉カップ全国小学生バドミントン大会」及び 

「全国小学生ABCバドミントン大会」出場に伴う表敬 

 

大垣北バドミントン少年団のみなさんに全国大会に向けて 

意気込みを語っていただきました。精一杯頑張ってください！ 

 

令和３年７月１５日（木） 

10:00～ 大垣市退職公務員連盟 柘植 壯了 会長が面談 

11:00～ 日本赤十字社 金色有功章伝達式 

 

受章者 前市長 小川 敏様 

ご受章、誠におめでとうございました。 

16:30～ 令和3年度全国高等学校総合体育大会・全国高等学校定時制通信制体育大会出場に伴う表敬 

 
西濃地区内の高等学校出場する計73名（全30競技中14競技）の選手を代表して 

各学校の代表7人の生徒の皆さんに激励金をお渡ししました。頑張ってください！ 



令和３年７月１６日（金） 

9:00～ 大垣市景観遺産審議会 

11:00～ 西濃用水土地改良区連合 理事会 

13:30～ ㈱ダイシンからの寄附贈呈式 

 
ご寄附いただきました発電機 26台は各地区の備蓄倉庫に配備させていただき、 

災害に備えます。ありがとうございました。 

16:00～ 太平洋精工㈱からの寄附贈呈式 

 
創立60周年を記念してご寄附いただきました数々の物品は 

学校教育の充実のため活用させていただきます。ありがとうございました。 

第４週 
令和３年７月１９日（月） 

10:00～ 定例部長会議 

13:30～ 大垣ビジネスサポートセンター開設 3周年記念 経済戦略講演会 

16:30～ 大垣市ソフトテニススポーツ少年団が第 38回全日本小学生ソフトテニス選手権大会出場に伴う表敬 

 

左：千田桃彩選手（興文小6年）と佐藤梨南さん（江東小6年） 

健闘をお祈りしています。頑張ってきてください！ 



 

令和３年７月２０日（火） 

10:00～ 養老･大垣･安八線(仮称)道路整備促進期成同盟会 総会 

10:40～ 主要地方道羽島養老線改良促進期成同盟会 理事会 

11:20～ 県道大垣江南線道路建設促進期成同盟会 総会 

13:00～ 大垣･神戸･大野線道路整備促進期成同盟会 総会 

14:00～ 県新型コロナウイルス感染症対策協議会及び対策本部本部員会議 

 

令和３年７月２１日（水） 

10:00～ 小野小学校屋内運動場改築工事 安全祈願祭 

13:30～ 国土交通省福井河川国道事務所 宮本 久仁彦 所長が挨拶 

16:30～ フェンシング競技 鈴村 健太 選手が表敬 

19:00～ 大垣竹の子会 総会・懇親会 

 

令和３年７月２２日（木） 

9:30～ ねんりんピック岐阜 2021大垣市実行委員会 総会 

13:00～ 美濃文化総合研究会 第44回定期総会・文化講演会 

 

令和３年７月２５日（日） 

13:30～ 大垣市民踊協会 普及・盆踊り講習会 

 

第５週 

令和３年７月２６日（月） 

13:00～ 西濃口腔保健協議会理事会 

15:00～ (公財)岐阜県建設研究センター 宗宮裕雄 理事長が挨拶 

16:30～ 大垣西高校アーチェリー部選手が「第17回世界ユース選手権大会」出場に伴う表敬 

 
ポーランドで開催される大会に出場する 斉藤史弥選手（大垣西高2年）（左から2番目） 

最高のパフォーマンスを発揮してきてください！ 

令和３年７月２７日（火） 

11:00～ 令和3年度岐阜県西濃土木協会総会 



16:00～ 西美濃農業協同組合からの寄附贈呈式 

 
環境保全への取り組みのため、レジ袋有料化による収益金を 

毎年ご寄附いただいています。誠にありがとうございます。 

19:00～ あいち山車まつり日本一協議会・学校法人至学館コミュニケーション研究所 共催研修会 

 

令和３年７月２８日（水） 

10:30～ 岐阜県国民健康保険団体連合会 通常総会 

12:10～ （一社）内外情勢調査会大垣支部 7月例会 

15:30～ （独）水資源機構中部支社 坪井浩二 支社長が挨拶 

 

 

令和３年７月２９日（木） 

15:00～ 日本空手協会大垣支部が「第 29回全国中学生空手道選手権大会」及び 

「第63回小学生・中学生全国空手道選手権大会」出場に伴う表敬 

 
県の代表として全国大会に出場する日本空手協会 大垣支部の選手の皆さん 

健闘をお祈りいたします。頑張ってきてください！ 

 

令和３年７月３０日（金） 

10:00～ 国道417号改良整備促進期成同盟会 総会 

11:00～ 冠山峠道路(国道417号)建設促進期成同盟会 総会 

13:00～ 第58回道徳教育研究会 

14:00～ 揖斐川流域住民の生命と生活を守る市町連合 総会 

16:00～ 西美濃夢源回廊協議会 総会 


