
日 曜 時間 行事内容 場　所

1日 火 7時15分

令和元年度赤い羽根共同募金街頭活動

亀山駅前

8時45分 経営会議 市役所　委員会室

11時45分
一般国道1号関バイパス建設促進期成同盟会県知事
要望活動

三重県庁

12時00分
一般国道1号関バイパス建設促進期成同盟会県議会
要望活動

三重県庁　議会棟

17時00分
三重県社会基盤整備協会　中部地方整備局長との
意見交換会

アスト津4階　研修室Ａ

3日 木 13時30分 亀山市表彰審議会　あいさつ 市役所　第2応接室

4日 金 14時30分
鈴鹿亀山道路建設促進期成同盟会、一般国道１号
関ﾊﾞｲﾊﾟｽ建設促進期成同盟会北勢国道事務所要望
活動

国土交通省北勢国道事務所

16時30分
鈴鹿亀山道路建設促進期成同盟会、一般国道１号
関ﾊﾞｲﾊﾟｽ建設促進期成同盟会中部地方整備局要望
活動

国土交通省中部地方整備局

5日 土 9時30分 第12回石水渓まつり 石水渓キャンプ場

13時30分 城北地区まちづくり協議会敬老会 あいあい

6日 日 9時00分

建労亀山支部第28回家族大運動会

東小学校グラウンド

10時00分

第30回福祉の森まつり

鈴鹿市
深谷公園
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13時00分

にじいろネット研究会発表会

あいあい

14時30分

2019年度亀山市教育懇談会

関小学校

7日 月 10時20分
鈴鹿亀山道路建設促進期成同盟会、一般国道１号
関ﾊﾞｲﾊﾟｽ建設促進期成同盟会自由民主党三重県支
部連合会要望活動

自民党三重県支部

8日 火 10時00分

令和元年度亀山市戦没者追悼式

市文化会館中央コミュニティ
センター

19時00分 亀山市学童保育連絡協議会との懇談会 あいあい 研修室

9日 水 8時45分

第15回亀老連グランドゴルフ大会

関Ｂ＆Ｇ海洋センター野球
場

13時00分 令和元年度三重県社会基盤整備協会秋季要望活動 国土交通省、財務省

10日 木 終日
鈴鹿亀山道路一般国道1号関バイパス建設促進期成
同盟会要望活動

国土交通省

11日 金 11時00分 堀田家告別式参列 鈴鹿中央斎奉閣
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15時30分
連合三重亀山地域協議会・亀山地区労働者福祉協
議会対市要請

市役所　第2応接室

15日 火 9時00分 庁議 市役所　第2応接室

10時00分 行財政改革統括管理委員会 市役所　第2応接室

11時30分 かめやま元気会寄附受納 市役所　応接室

13時00分 私立保育所市長要望 市役所　応接室

16時00分
三重県市町村振興協会役員・市長会役員・町村会
役員意見交換会

三重県自治会館

16日 水 8時45分 臨時経営会議 市役所　第1委員会室

10時30分

南部地区敬老会

南部地区コミュニティセン
ター

11時00分

県都市協議会三重県市長会への要請活動

職員会館２階

13時30分 定期監査市長講評 市役所　第2応接室

16時30分 三重県信用保証協会創立70周年記念式典 ホテルグリーンパーク津

17日 木 9時00分 鈴鹿亀山地区広域連合10月定例議会 鈴鹿市役所委員会室

13時00分

令和元年度三重県消防殉職者慰霊祭

三重県消防学校慰霊碑前

16時00分 第129回東海市長会役員会
岐阜県大垣市
大垣フォーラムホテル
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18日 金 10時00分

第129回東海市長会通常総会

岐阜県大垣市
大垣フォーラムホテル

19日 土 14時30分

日赤三重県支部創立130周年記念大会

県総合文化センター多目的
ホール

20日 日 8時30分

第15回亀山市壮年ソフトボール大会

関総合スポーツ公園多目的
グラウンド

9時00分

野村地区まちづくり協議会親睦運動会

野村地区コミュニティセン
ター
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9時45分

あいあい祭り2019

あいあい

10時45分

みずきが丘自治会秋まつり

みずきが丘中央公園

11時45分

第３５回東部地区文化演芸大会

東部地区コミュニティセン
ター

21日 月 10時00分

秋季慰霊大祭（三重県市長会用務）

県護国神社

14時30分 鈴鹿川改修促進期成同盟会要望活動 国土交通省中部地方整備局

23日 水 10時00分 全員協議会 市役所　議場
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14時00分

令和元年度近畿中国森林管理局管内国有林野等所
在市町村長連絡協議会

大阪市
近畿中国森林管理局

24日 木 13時30分

市長定例記者会見

市役所　第2応接室

16時30分

表敬訪問（亀山グリーンメイト　スポーツ吹矢全
国大会出場）

市役所　第2応接室

19時00分
キラリまちづくりトーク（関宿まちづくり協議
会）

関文化交流センター

25日 金 14時30分 三重県市長会三役会議 三重県自治会館

15時00分 三重県市長会定例会議 三重県自治会館

27日 日 8時30分 城西地区まちづくり協議会秋の運動会 亀山中学校グラウンド

9時00分

令和元年山下デー「ふれあい」

本覚寺境内
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10時00分

昼生地区敬老会

昼生地区コミュニティセン
ター

28日 月 11時00分 令和元年度中部国道協会促進大会 東海大学校友会館

13時30分 2019年度後期「都市の未来を語る市長の会」 日本都市センター会館

29日 火 9時45分

一日合同行政相談所　開所式

市文化会館中央コミュニティ
センター

10時30分 庁議 市役所　第2応接室

15時00分 第43回亀山商工会議所表彰式、講演会 商工会館

18時00分

第17回自治労亀山市職員組合定期大会

市青少年研修センター

30日 水 10時30分
東京2020オリンピック・パラリンピック聖火リ
レー第４回三重県実行委員会

三重県庁

14時00分

第7回中部歴史まちづくりサミット

美濃市文化会館

31日 木 8時30分 第7回中部歴史まちづくりサミット　視察 美濃市内


