
日 曜 時間 行事予定 場　所

1日 木 7時15分

赤い羽根協同募金街頭啓発

JR亀山駅

8時30分 市立医療センター医師 辞令交付 応接室

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

13時00分 行政経営重点方針協議 委員会室

2日 金 10時00分 鈴鹿亀山地区広域連合議会 鈴鹿市議会

3日 土 9時30分

第8回「石水渓まつり」

石水渓ｷｬﾝﾌﾟ場

11時00分 尾崎家 告別式 市営斎場

13時30分

城北地区まちづくり協議会「敬老会」

あいあい 2階 大会議室

4日 日 終日
B-1グランプリ出場
みそ焼きうどん本舗 激励

青森県十和田市

5日 月 終日 災害応援協定市（青森県五所川原市）訪問 青森県五所川原市

6日 火 9時00分 行財政改革推進本部会議 大会議室

13時00分 行政経営重点方針　協議 第2応接室
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7日 水 14時00分 総合計画審議会委員委嘱式 あいあい

8日 木 終日 全国都市問題会議 長野県長野市

9日 金 終日 全国都市問題会議 長野県長野市

10日 土 10時00分

井田川地区北コミュニティ敬老会

井田川小学校体育館

11日 日 14時00分

まちなかARTサミット

西町加藤家

14時30分

田村自治会　秋祭り

田村公民館

15時10分

徳原　秋祭り

宝昌寺広場

19時30分 川合町秋祭り 川合町公民館
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12日 月 12時20分

平成27年度「山下ﾃﾞｰ」

山下町子供広場

13日 火 8時45分

第11回亀老連ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会

西野公園 野球場

9時00分 庁議 第2応接室

13時30分 第2回伊勢志摩ｻﾐｯﾄ 県民会議 県庁講堂

14日 水 10時00分 道路関係団体 自民党要望活動(道路河川) 津市

15日 木 終日
伝統的建造物群保存地区制度
40周年記念シンポジウム

文部科学省

16日 金 14時00分 三泗鈴亀農業共済組合議会 旧 三重ソフトウェアセンター

17日 土 10時30分

亀山"駅"サイティング ミニまつり

亀山駅前

13時30分

県人権同和研究大会

四日市中央緑地公園
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18日 日 9時00分

のぼのｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｯｸ

能褒野町地内

9時45分

あいあい祭り

あいあい

11時00分

みずきが丘 秋まつり

みずきヶ丘 中央公園

12時00分 みどり町文化祭 井田川小学校 体育館

19日 月 9時00分 定期監査　講評 第2応接室

11時00分 臨時経営会議 第1委員会室

13時00分 市防災会議 大会議室

20日 火 10時00分 議会全員協議会 議場

19時00分

キラリまちづくりトーク関南部地区

関文化交流センター
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21日 水 10時00分

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

13時00分 県市選管連合会定例会議 文化会館 会議室

22日 木 9時00分 庁議 第2応接室

18時30分 県医療審議会　健やか親子推進部会 三重県吉田山会館

23日 金 13時00分

名阪国道50周年首長会議

上野フレックスホテル

24日 土 10時00分

第65次教育研究三重県集会

東小学校体育館

13時30分

亀山演武場開場百五十年記念祭

亀山演武場

18時30分 亀山演武場開場百五十年記念祭　懇親会 鈴鹿平安閣
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25日 日 8時30分

壮年ソフトボール大会

西野公園

9時30分 城西地区運動会 亀山中学校 グラウンド

10時00分

東部地区文化演芸大会

東部コミュニティセンター

10時30分

川崎熟年会の集い

川崎小学校 体育館

15時30分 亀山ライオンズクラブ創立50周年記念式典 市文化会館

17時15分
亀山ライオンズクラブ創立50周年記念式典
祝宴

市文化会館
中央コミュニティセンター

26日 月 9時00分 補正予算 市長査定 第2応接室

27日 火 13時00分 市長定例記者会見 第2応接室

18時00分 伊勢志摩ｻﾐｯﾄ開催ﾚｾﾌﾟｼｮﾝ 外務省 飯倉公館
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28日 水 16時00分 東海市長会 役員会 岐阜県中津川市

29日 木 終日

東海市長会 総会

岐阜県中津川市

30日 金 10時30分

加太小学校 児童の農産物生産体験学習

加太向井 自然薯圃場

13時00分 庁議 第2応接室

18時00分

市職員組合定期大会

市文化会館
中央コミュニティセンター

31日 土 10時30分

平成27年度 野登地区敬老会
並びに 芸能文化祭

野登小学校 体育館


