
日 曜 時間 行事予定 場　所

1日 金 8時30分
辞令交付
(教育長職務代理者・病院事業管理者)

応接室

9時00分 辞令交付式(市長訓示) 大会議室

10時00分 経営会議 委員会室

13時30分 人事交流職員との懇談 第2応接室

14時00分 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ辞令交付 第2応接室

3日 日 8時50分

西野ﾘｰｸﾞ開幕式

西野公園

10時00分

亀山城桜まつり

亀山城多門櫓
ますみ児童公園

11時00分

太岡寺畷さくらまつり

鈴鹿農協亀山神辺支店
太岡寺畷一帯

13時00分

川合町自治会 定期総会

川合町公民館

13時30分 ｽﾎﾟｰﾂ鬼ごっこ見学 東野公園
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4日 月 10時00分 教職員退職者 感謝状贈呈式 第3委員会室

6日 水 7時15分

春の全国交通安全運動出発式

市役所玄関前駐車場

9時00分 土地開発公社理事 辞令交付 第2応接室

9日 土 10時00分

平成28年度 関宿「関の山車」保存会 総会

亀山市関支所3階
旧議場会議室

10日 日 10時00分

観音山春まつり

観音山機関車広場

13時30分 平成28年度 安知本町自治会 通常総会 安知本町公民館

11日 月 16時00分 北勢5市の市長・正副議長 懇談会 鈴鹿市役所
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12日 火 8時30分

第31回 市長杯争奪ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ大会

西野公園

10時00分

平成28年度
亀山市民生委員児童委員協議会連合会 総会

あいあい

13時00分 市産業医委嘱状交付 応接室

13日 水 13時30分 納涼大会実行委員会 大会議室

15時30分 甲賀市 訪問 滋賀県甲賀市内

14日 木 13時00分 名誉市民 中村晋也氏との面談 応接室及び市内

15日 金 10時00分

日東ひまわり亀山株式会社 設立記念式典

日東電工㈱亀山事業所

13時30分 中期戦略会議 理事者控室

16日 土 10時00分 高塚池弁天祭斎行 ｻﾝｼｬｲﾝ公園内 弁天社前

19時30分

北東地区まちづくり協議会 設立総会

北東地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
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18日 月 10時20分 中部中学校ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ視察 中部中学校

11時00分 消防水槽車見学 北東分署

14時00分 議会全員協議会 議場

19日 火 10時00分 平成28年度 亀山理容師組合定期総会 青少年研修ｾﾝﾀｰ

20日 水 9時00分 行財政改革推進本部会議 大会議室

17時00分 第1回三重県信用保証協会理事選考委員会 三重県吉田山会館

21日 木 10時00分 平成28年度 保護司会 総会 あいあい

13時00分 市長定例記者会見 第2応接室

終了後 総合環境研究ｾﾝﾀｰ記者会見 第2応接室

22日 金 9時30分
「2016年ｼﾞｭﾆｱ・ｻﾐｯﾄin三重」
開会式

桑名市　ﾎﾃﾙ花水木

13時30分

平成28年度
亀山市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会 総会

あいあい

15時35分

平成28年度 亀山市加太みどりの少年隊
入隊式

加太小学校 体育館

18時15分 株式会社亀山商工会館 役員との懇談会 ㈱安全ﾛｲﾔﾙﾙｰﾑ
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23日 土 13時00分 平成28年度 亀山市ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺﾞﾙﾌ協会 総会 青少年研修ｾﾝﾀｰ

13時30分

井田川北まちづくり協議会 設立総会

井田川小学校体育館

16時00分

平成28年度 亀山市体育協会 総会

亀山商工会館

19時30分

平成28年度 御幸地区まちづくり協議会
設立総会

御幸地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
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24日 日 10時30分

関北部地区まちづくり協議会 設立総会

北部ふれあい交流ｾﾝﾀｰ

13時30分

城西地区まちづくり協議会 設立総会

城西地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

14時30分

坂下地区まちづくり協議会 設立総会

鈴鹿馬子唄会館

19時00分

東部地区まちづくり協議会 設立総会

東部地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

19時30分

平成28年度 本町地区まちづくり協議会
設立総会

本町地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
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25日 月 8時30分 平成28年度熊本地震連絡調整会議 大会議室

10時00分 行革統括管理委員会 第2応接室

15時10分

「2016年ｼﾞｭﾆｱ・ｻﾐｯﾄin三重」
分散型体験交流事業

関宿一帯

26日 火 11時00分
「2016ｼﾞｭﾆｱ・ｻﾐｯﾄin三重」
成果発表・送別ﾗﾝﾁﾚｾﾌﾟｼｮﾝ

桑名市 ﾎﾃﾙ花水木

15時30分 庁議 第2応接室

27日 水 10時00分
協和電磁工業株式会社
亀山新工場 落成披露式典

協和電磁㈱亀山新工場

13時00分 庁議 第2応接室


