
日 曜 時間 行事予定 場　所

1日 月 8時00分 亀山市職員退職者友の会 奉仕作業 激励 西町周辺

8時45分 経営会議 委員会室

10時00分 中期戦略会議 委員会室

17時00分

NPBｶﾞｰﾙｽﾞﾄｰﾅﾒﾝﾄ2016 出場選手 表敬訪問

第2応接室

2日 火 9時00分 内閣情報通信政策監との情報交換 委員会室

11時00分
第76回国民体育大会三重県準備委員会
第5回総会

ﾎﾃﾙｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ津

13時30分
一般社団法人 三重県森林協会
平成28年度定時総会

ﾌﾟﾗｻﾞ洞津

15時00分
一般社団法人 三重県森林協会
臨時理事会

ﾌﾟﾗｻﾞ洞津

16時00分 三重県市長会 定例会議 県自治会館

4日 木 15時00分 保健衛生懇談会 あいあい

5日 金 18時45分 三重県職員 平成28年度亀山会 市内

6日 土 9時30分

三重県建設業協会 防災訓練

鈴鹿川 河川敷

17時00分 昼生夏祭り 昼生小学校

18時30分

2016 亀山市納涼大会

亀山公園 芝生広場一帯
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7日 日 19時00分 阿野田町・盆踊り大会 阿野田町公民館前広場

8日 月 13時30分
名阪国道及び国道25号整備促進期成同盟会
平成28年度 通常総会

ｻﾝﾋﾟｱ伊賀

19時30分 野村地区まちづくり協議会 盆踊り大会 野村地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

9日 火 8時45分 行革統括管理委員会 第2応接室

10時00分
亀山市民生委員児童委員協議会連合会との
懇談会

あいあい

13時30分 亀山地区防犯協会 平成28年度 定期総会 亀山警察署

15時00分 決算審査の市長講評 第2応接室

10日 水 10時00分

亀山市立川崎小学校 校舎改築工事
安全祈願祭

川崎小学校地内

13時00分
平成28年度 全国中学校体育大会
出場選手表敬訪問

第2応接室

13時30分 平成28年度 暴力追放亀山市民会議 理事会 第3会議室

14時00分 平成28年度 暴力追放亀山市民会議 総会 大会議室

15時30分 平成28年度 椋川改修促進期成同盟会 総会 商工会館

18時30分
「葦の葉会」「千里会」
合同総会及び懇親会

ﾌﾟﾗｻﾞ洞津
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11日
木
祝

10時00分

新名神高速道路(四日市JCT～新四日市
JCT)・東海環状自動車道(東員IC～新四日市
JCT)・開通式典
鋏入式・開通ﾊﾟﾚｰﾄﾞ

東員町総合文化ｾﾝﾀｰ
及び
東海環状自動車道 東員IC
付近本線上

14時30分

亀山少年少女合唱団 第29回定期演奏会

市文化会館

12日 金 9時30分 民生委員推薦会 あいあい

13日 土 17時30分 能褒野町自治会 納涼祭 能褒野町公民館

18時45分 南部地区 納涼盆踊り大会 南部地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

19時30分 第40回 道野納涼盆踊り大会 道野公民館

20時15分 第45回 太岡寺町盆踊り大会 太岡寺町公民館

14日 日 19時45分 辺法寺自治会 盆踊り 辺法寺営農集会所

15日 月 15時00分 9月補正予算 市長査定 第2応接室
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17日 水 13時00分 市議会会派代表者会議 第1委員会室

14時00分

ｷﾗﾘまちづくりﾄｰｸ(市民編)

㈱亀山ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

18日 木 11時45分

NPBｶﾞｰﾙｽﾞﾄｰﾅﾒﾝﾄ2016 出場選手
優勝報告懇談会

第2応接室

13時30分 国保運営協議会 委嘱式 第3委員会室

19時00分

ｷﾗﾘまちづくりﾄｰｸ(川崎地区)

川崎地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
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19日 金 10時00分 議会運営委員会 委員会室

11時00分 議会全員協議会 議場

14時00分

一般国道1号関ﾊﾞｲﾊﾟｽ建設促進期成同盟会
鈴鹿亀山道路建設促進期成同盟会
平成28年度総会

鈴鹿川河川防災事務所

15時00分
一般国道1号関ﾊﾞｲﾊﾟｽ建設促進期成同盟会
鈴鹿亀山道路建設促進期成同盟会
意見交換会

鈴鹿川河川防災事務所

20日 土 14時00分
平成28年度 新名神高速道路 三重・滋賀
建設促進県民協議会 大会

滋賀県大津市

19時30分 第25回 亀山市関宿納涼花火大会 鈴鹿川河川敷ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

21日 日 17時00分 古河電工「ﾌｧﾐﾘｰ納涼祭」
古河電気工業㈱
三重事業所構内ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

26日 金 10時00分 議会開会 議場

27日 土 14時30分

名曲「峰の月」誕生の地
第13回 邦楽演奏会

林業総合ｾﾝﾀｰ

16時15分 永島信剛 ～遺作・陶人形展～ 見学
菰野町地内
鴎游舎ｷﾞｬﾗﾘｰ(重盛邸)

18時30分 みどり町 夏祭り みどり町第1公園

29日 月 9時30分 水道料金検討委員会 委嘱式 大会議室

10時00分 三重県建築士事務所協会 要望 第2応接室

13時00分 亀山市交通安全対策会議 あいあい　大会議室

30日 火 9時00分 行革統括管理委員会 第3委員会室

10時30分 市長定例記者会見 第2応接室

13時15分
平成28年度 三重県内国有林野等
所在市町村長協議会

三重森林管理署


