
令和元年（２０１９年）７月の小川敏大垣市長の動き 
 

第１週 
令和元年７月１日（月） 

14:00～ ビジット西美濃観光キャンペーン（台湾）企業訪問 

17:00～ 経済セミナー  

 

令和元年７月２日（火） 

10:00～ ビジット西美濃観光キャンペーン（台湾）企業訪問 

 

令和元年７月３日（水） 

8:00～ ビジット西美濃観光キャンペーン（台湾）現地視察 

 

令和元年７月４日（木） 

10:00～ 二役協議 

10:30～ 市長協議 

14:30～ 全国史跡整備市町村協議会 第1回役員会 

17:30～ 全国史跡整備市町村協議会 情報交換会 

 

令和元年７月５日（金） 

10:00～ ロータリークラブ 新役員挨拶 

10:30～ 第69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 

 
“社会を明るくする運動”の一環として、内閣総理大臣及び岐阜県知事からの 

メッセージを受け取りました 

11:00～ 大垣竹の子会 新役員挨拶 

11:45～ 二役協議 

13:15～ 二役協議 

16:00～ 市長協議



 

16:30～ 第36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 

 
[中央]中家 悠斗（興文小６年）選手と[右側]加藤 愁人（興文小５年)選手と 

19:00～ 大垣市青年のつどい協議会 市長杯ボウリング大会 

 

令和元年７月７日（日） 

8:00～ 令和元年度大垣市消防操法大会 

11:00～ 第69回「社会を明るくする運動」大垣地区推進大会及び該当啓発 

 
街頭啓発の様子 

12:15～ 第11回ハナハスまつり 

 
武道館正面「花ハス池」にて 

13:00～ 第22回西美濃日本舞踊の集い 

18:00～ 消防操法大会優勝分団祝勝会 

 

第２週 
令和元年７月８日（月） 

14:00～ 新100歳長寿者 今津玉枝 様の敬老祝い 



 

100歳おめでとうございます！ 

15:00～ 大垣市地域公共交通会議第 1回会議 

 

令和元年７月９日（火） 

9:00～ 大垣市生活学校 代表 野村昭子 氏が「あしたの日本を創る運動推進功労 

『内閣官房長官表彰』」受賞に伴う表敬 

 
11:00～ 定例記者会見 

14:00～ 大安地区防犯協会 評議委員会 

16:00～ USAチアリーディング＆ダンス全国選手権大会 3位入賞に伴う表敬 

 



全国大会へ出場された Blue Fires所属  

〔左〕大室未空さん（江並中 3年）、 

〔右〕宮崎杏珠さん（江並中 1年） と 

16:45～ 第46回日独スポーツ少年団同時交流派遣に伴う表敬 

 

ドイツ派遣団 団員 高田 依里（民踊少年団/大垣桜高２年）さんと 

令和元年７月１０日（水） 

10:00～ 全国市長会 財政委員会・都市税制調査委員会合同会議 

15:00～ 全国市長会 理事・評議員合同会議 

 

令和元年７月１１日（木） 

11:00～ 二役協議 

15:00～ 二役協議 

16:00～ 岐阜県地域女性団体協議会 会長 竹中昌子 氏が 

「男女共同参画社会づくり功労者『内閣総理大臣表彰』」受賞に伴う表敬 

 
令和元年７月１２日（金） 

14:00～ 山・鉾・屋台行事観光推進ネットワーク総会 

17:00～ 山・鉾・屋台行事観光推進ネットワーク交流会 

 

令和元年７月１３日（土） 

13:30～ 奥の細道サミットin金沢 

18:00～ 奥の細道サミットin金沢 交流会 

 

令和元年７月１４日（日） 

8:50～ 奥の細道サミットin金沢 視察 



 

第３週 
令和元年７月１５日（月） 

18:00～ 岐阜県剣道連盟大垣支部創立 70周年表彰式・記念祝賀会 

 

令和元年７月１６日（火） 

9:30～ 中之江川河川改修促進期成同盟会 総会 

11:30～ 二役協議 

13:00～ 岐阜県国民健康保険団体連合理事会・役員会 

15:30～ 大垣西濃信用金庫からの寄附贈呈式 

 

産業振興のためにご寄附いただきました 

16:00～ 全国高校総体・全国高校定通大会出場に伴う表敬 

 
全国高校総体・全国高校定通大会出場に出場する選手のみなさんと 

令和元年７月１８日（木） 

9:30～ ライオンズクラブ新役員挨拶 

10:30～ 「交通事故・ニセ電話詐欺 せーの！シャットアウト作戦！」活動 

13:30～ 第2回あすわ苑老人福祉施設事務組合議会定例会



 

16:00～ 大垣フォーラムホテルソフトボール部が全日本実業団男子ソフトボール 

選手権大会等出場に伴う表敬 

 
揖斐川工業（株）取締役総務部長 、 

大垣フォーラムホテルソフトボール部代表のみなさんと 

令和元年７月１９日（金） 

8:30～ 二役協議 

13:00～ 二役協議 

14:00～ 香港城市大学専上学院学生代表団が表敬 

 
香港城市大学専上学院学生代表団のみなさんと 

15:00～ 定例部長会議 

 

令和元年７月２０日（土） 

9:00～ 奥の細道むすびの地記念館第 26回企画展会場式 

 
第26回企画展「博士のまち・大垣 鉄道敷設の大家で 

橋梁学の工学博士・那波光雄（なわ・みつお）」開場式の様子 



 9:30～ 大垣市自治会長研修大会 

 
開会式の様子 

17:00～ もんでこかみいしづ 2019 

 

オープニングセレモニーの様子 

18:20～ 安井まつり 

19:40～ 関ヶ原ナイト2019野外朗読音楽絵巻「吉継」 

 

令和元年７月２１日（日） 

14:00～ 新市庁舎夏休み親子見学会 

 

免震体験車に乗って、新庁舎にも採用している免震構造と 

耐震の揺れの違いを体験しました 

第４週 

令和元年７月２２日（月） 

9:00～ 昌原青年会議所訪問団が表敬 

10:00～ 第10回大垣市小・中学生中国・邯鄲市研修派遣団出発式 



13:00～ 西濃口腔保健協議会理事会 

14:00～ 西濃地域公衆衛生協議会 表彰式・理事会・研修会 

16:00～ JKAアジア・オセアニア空手道選手権大会、 

     小学生・中学生全国空手道選手権大会等出場に伴う表敬 

 

各大会に出場する日本空手道協会大垣支部のみなさんと 

16:45～ 池田☆飛水大垣スターフレンズが全日本小学生女子ソフトボール大会出場に伴う表敬 

 

池田☆飛水大垣スターフレンズ選手のみなさんと 

19:00～ 大垣竹の子会 総会・懇親会 

 

令和元年７月２３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 

16:00～ 大垣競輪開設67周年記念「水都大垣杯」表彰式 

 

令和元年７月２４日（水） 

6:00～ 岐阜県消防操法大会出場分団（川並）激励会 

 9:30～ 揖斐川右岸堤護岸整備促進期成同盟会 総会 

10:30～ 西濃さくら苑介護老人保健施設事務組合議会 臨時会 

13:30～ 西濃地区地下水利用対策協議会 総会 

15:00～ 大垣市総合教育会議 



 

令和元年７月２５日（木） 

9:00～ 岐南工業高校陸上部が全国高等学校陸上競技対抗選手権大会出場に伴う表敬 

 

岐南工業高校陸上部のみなさんと 

10:30～ 岐阜県国民健康保険団体連合会 通常総会 

13:30～ ビッグデータを活用した健康づくり講演会 

16:15～ 二役協議 

 

令和元年７月２６日（金） 

9:00～ 大垣市薬剤師会との大垣市国民健康保険加入者等の 

健康づくりの推進等に関する協定締結式 

 
各種健康づくり施策の推進について、協働で実施するための協定を結びました 

11:00～ 西濃土木協会 総会 

14:00～ 岐阜県小学校長会 立川建之 会長が挨拶 

14:30～ 二役協議 

15:15～ 鹿児島市中学生親善使節団が表敬 

16:30～ 鹿児島市中学生親善使節団 歓迎レセプション 

18:00～ リトアニアNOW2019オープニング「リトアニアンナイト 2019」 

 

令和元年７月２７日（土） 

12:30～ 「烏山の山あげ行事」奉納余興視察 

13:45～ 那須烏山市 川俣純子 市長と面談 

14:30～ 山あげ祭 会場内視察 

 

令和元年７月２８日（日） 

8:00～ 二本松市内視察 

10:00～ 二本松少年隊顕彰祭 



11:30～ 二本松市 副市長と面談 

18:00～ 日比野芳幸 大垣市議会議長就任祝賀会 

19:15～ 岐阜新聞大垣花火大会 

 

第５週 

令和元年７月２９日（月） 

10:00～ 鹿児島市中学生親善使節団 歓送会 

11:00～ 市長とのかがやきライフトーク（大垣市女性団体懇話会） 

 

令和元年７月３０日（火） 

9:30～ 二役協議 

10:30～ 大垣地域公共機関懇話会 

 

令和元年７月３１日（水） 

10:00～ 西濃用水協議会総会 

13:30～ 大垣ライオンズクラブ受入れＹＣＥ生が表敬 

 

アイスランド出身 スヴァンディス・ラフィンズドッティルさんと 

14:30～ ガキBiz開設1周年記念 経済戦略講演会 


