
１０月の公務日程

*庁内での打合せ・来客の対応は省略しています。

日 曜 時間 行事予定 場　所

１日 木 7時30分 共同募金街頭啓発 亀山駅

2日 金 15時30分 庁議 市役所第2応接室

20時00分 F１ウエルカムパーティ 鈴鹿市

3日 土 13時45分 環境講演会 文化会館

４日 日 9時00分 南部地区コミュニティ大運動会 農村公園

9時30分 みえスポーツフェスティバル２００９ 西野公園

10時00分 第２回石水渓まつり 石水渓野外研修施設

10時00分 城西地区コミュニティ秋の運動会 亀山中学校

13時00分 教育懇談会 中部中学校

5日 月 10時00分 三重県看護協会との災害時応援協定締結式 市役所第２応接室

15時00分 亀山三宿切手贈呈式 市役所応接室

6日 火 10時00分 鈴鹿亀山地区広域連合議会定例会 鈴鹿市

15時00分 庁議 市役所第2応接室

７日 水 8時45分 経営会議 市役所第２応接室

９日 金 8時30分 西日本鉄道OBによるＳＬ清掃奉仕作業 ますみ公園

15時00分 農業委員との懇談会 市役所大会議室

19時00分 キラリまちづくりトーク（白川地区） 白川地区コミュニティセンター

１０日 土 09時00分 足湯竣工式 関町

11時30分 亀山青空お茶まつり 中の山パイロット

１１日 日 08時45分 第３０回グリーンピック 能褒野町

10時00分 第２２回福祉の森まつり 鈴鹿市

10時00分 コスモス祭り 太森町

12時30分 東海道五十三次　盲導犬使用者ウォークラリー 市役所ロビー

16時30分 徳原自治会秋祭り 宝昌寺

18時00分 田村自治会秋祭り 田村公民館

19時00分 川合町秋祭り 川合町公民館



１０月の公務日程

*庁内での打合せ・来客の対応は省略しています。

日 曜 時間 行事予定 場　所

１３日 火 08時30分 国土交通省他要望 東京都

１４日 水 09時00分 文部科学省他要望 東京都

19時30分 キラリまちづくりトーク（昼生地区） 昼生地区コミュニティセンター

15日 木 09時30分 リニア中央新幹線早期建設促進大会 長野県茅野市

１６日 金 09時00分 鈴鹿川改修促進期成同盟会要望活動 津市・名古屋市

16時30分 庁議 市役所第２応接室

１７日 土 09時00分 野村地区コミュニティ運動会 野村地区コミュニティセンター

11時00分 東丸会館竣工式 東丸会館

１８日 日 09時00分 建設労働組合亀山支部第２３回家族大運動会 亀山東小学校

09時30分 あいあい祭り あいあい

09時30分 第8回コスモスまつり 三寺町

09時30分 神辺地区長寿フェスティバル 神辺小学校

10時00分 白川地区敬老会 白川小学校

10時00分 川崎地区敬老会 川崎小学校

13時30分 城北地区コミュニティ敬老会 城北地区コミュニティセンター

18時00分 文部科学副大臣就任報告会 文化会館

19時00分 キラリまちづくりトーク（井田川南地区） 井田川南地区コミュニティセンター

19日 月 10時00分 亀山瓦斯協会発電機寄贈 市役所応接室

11時00分 防犯協会表彰 市役所応接室

12時00分
平成２１年度まちづくり・住まいづくりに関する
市町村長との意見交換会

名古屋市

２０日 火 08時45分 グラウンドゴルフ大会 西野公園

13時00分 身体障害者福祉協会スポーツ大会 亀山公園

13時30分 南部地区敬老会 南部地区コミュニティセンター

14時30分 議会全員協議会 市議会全員協議会室

16時30分 亀山・鈴鹿市議会交流会スポーツ大会 鈴鹿市
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２２日 木 08時00分 第１０９回東海市長会臨時総会 多治見市

23日 金 09時00分 庁議 市役所第2応接室

19時00分 キラリまちづくりトーク(川崎地区） 能褒野町公民館

２４日 土 08時20分 第1回豊田清杯学童軟式野球大会 西野公園

08時30分 第５回金王道ウォーキング 昼生地区コミュニティセンター

10時00分 市民協働事業提案制度プレゼンテーション 市民協働センター　みらい

10時00分 白川地区長寿フェスティバル 白川小体育館

11時00分 つくしの家収穫祭 社会福祉センター

13時30分 亀山童謡フェスタ 文化会館

17時00分 岡田文化財団設立３０周年記念パーティー 桑名市

２５日 日 08時30分 和田町民運動会 和田町運動場

09時00分 亀山市防災訓練 加太小学校

13時00分 文化演芸大会 東部地区コミュニティセンター

13時30分 第15回亀老連西地区長寿フェスティバル 亀山西小学校

14時00分 ＪＤＳＦ中部ブロックダンススポーツ選手権大会 西野公園

26日 月 10時30分 記者会見 市役所第２応接室

13時00分 歴史的景観都市協議会総会 中央コミュニティセンター

２７日 火 10時00分 定期監査市長講評 第２応接室

29日 木 8時30分
名阪国道、国道２５号整備促進期成同盟会要望活
動

津市・名古屋市

３０日 金 9時00分 公営企業特別委員会 市議会委員会室

13時30分 三泗鈴亀農業共済組合会議定例会 四日市市

19時30分 キラリまちづくりトーク（関北部地区） 関町北部ふれあい交流センター

31日 土 9時30分 一日合同行政相談所開設式 中央コミュニティセンター

10時00分 亀山市消防職員協議会第１５回定期総会 消防庁舎

13時00分 文化筝第２回演奏会 文化会館


