
日 曜 時間 行事予定 場　所

1日 火 8時00分

下庄駅前駐輪場開設あいさつ

ＪＲ下庄駅

8時30分 経営会議 委員会室

2日 水 9時00分 質問打合せ 第2応接室

10時00分 (一社)三重県建設業協会 防災訓練 訪問 鈴鹿川河川敷

3日 木 9時00分 質問打合せ 第2応接室

10時00分

本町地区コミュニティ 敬老会

本町地区コミュニティセンター

4日 金 9時00分 質問打合せ 第2応接室

13時30分

野村地区まちづくり協議会 敬老会

野村地区コミュニティセンター

平成27年9月の公務記録
※庁内での打合せ・来客の対応は省略しています
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5日 土 17時00分 株式会社ＪＲ東海との懇談 市内

6日 日 14時00分

林家菊丸 襲名披露千秋楽公演「鏡割り」

四日市市文化会館 第1ﾎｰﾙ

7日 月 10時00分 議案質疑 議場

8日 火 10時00分 議案質疑 議場

13時00分 一般質問 議場

19時00分 岩佐家通夜式 市斎場

23時15分 災害対策本部会議 第3委員会室

9日 水 3時00分 災害対策本部会議 第3委員会室

6時00分 災害対策本部会議 第3委員会室

8時00分 災害対策本部会議 第3委員会室

10時00分 一般質問 議場

10日 木 10時00分 一般質問 議場

一般質問
終了後

代表者会議 委員会室

11日 金 10時00分 産業建設委員会 委員会室

16時00分 天皇賜杯軟式野球大会 開会式 霞ヶ浦第1球場

12日 土 8時～15時 軟式野球大会 亀山会場試合 視察 西野公園 野球場

13時00分

御幸地区敬老会 開会式

御幸地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
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13日 日 10時00分

川合町自治会敬老祝賀会

川合町公民館

10時20分

和田町敬老会

和田町公民館

13時30分

北部地区敬老会

関町北部ふれあい交流ｾﾝﾀｰ
ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ

14日 月 10時00分 教育民生委員会 委員会室

14時30分

高齢者訪問（市内最高齢者）

羽若町　亀山老建
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15日 火 10時00分 総務委員会 委員会室

18時00分 天皇賜杯 高円宮妃殿下 御成歓迎祝賀会 四日市都ホテル

16日 水 7時15分 天皇賜杯 高円宮妃殿下 御覧試合 霞ヶ浦第1球場

14時00分 伊勢志摩サミット県民会議 役員会 津市　ホテルグリーンパーク津

17時00分 三重大学 訪問 津市　三重大学

17日 木 9時00分 予算決算委員会 委員会室

18日 金 7時15分

秋の全国交通安全運動出発式

市役所前駐車場

9時00分 予算決算委員会 委員会室

20時45分 関ロッジ在り方検討委員会 答申 応接室

19日 土 9時30分 市内中学校体育祭見学 市内中学校
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20日 日 9時00分

東部地区ｺﾐｭﾆﾃｨ敬老会

東部地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

10時00分

北東地区ｺﾐｭﾆﾃｨ敬老会

北東地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

13時30分

坂下地区ｺﾐｭﾆﾃｨ第8回坂下地区敬老会

坂下地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
鈴鹿馬子歌会館 木のﾎｰﾙ

16時30分 岡田卓也氏 卒寿を祝う会 四日市市　都ホテル

21日 月 13時00分

平成27年度 関宿・関南部まちづくり協議会
合同敬老会

亀山市関文化交流センター
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22日 火 10時30分

安藤利正氏 叙勲祝賀会

亀山市文化会館

24日 木 10時00分 議会全員協議会 議場

13時00分 高齢者訪問(白寿の方) 市内

25日 金 9時00分 高齢者訪問(白寿の方) 市内

11時00分 議会運営委員会 第1委員会室

14時00分 議会閉会 議場

26日 土 終日 市内小学校運動会 視察 市内小学校

27日 日 9時30分

安知本町自治会 敬老会(長寿を祝う会)

南部地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

10時30分

亀山青空お茶まつり

中の山パイロット

11時50分

白川地区敬老会

白川小学校体育館

12時20分 心書会展見学 市文化会館
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28日 月 10時00分

天神・和賀地区敬老会

天神公民館

11時00分

ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ藤棚お披露目会

亀山里山公園みちくさ

29日 火 13時00分 市長定例記者会見 第2応接室

16時00分 亀山商工会議所 要望活動 第2応接室

30日 水 9時00分
亀山市人権施策審議会 答申
(藤原正範 鈴鹿医療科学大学教授)

応接室

14時00分 亀山市議会 常任委員会調査研究による提言 応接室


