
日 曜 時間 行事予定 場　所

3日 日 10時00分 野村第4自治会新春初参会 野村地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

13時00分 野村第2自治会新年会 野村地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

5日 月 8時45分 市長年頭あいさつ 委員会室

9時00分 経営会議 委員会室

6日 水 11時00分 亀山商工会議所賀詞交歓会 亀山市文化会館

7日 木 18時30分 ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ新年例会 ﾚｽﾄﾗﾝさつき

9日 土 10時00分

消防出初式

亀山西小学校 体育館

11時00分

野村第3自治会 総会

野村地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

12時30分

野村第5自治会 初参会

野村地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
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10日 日 8時30分

第24回かめやま"江戸の道"ｼﾃｨﾏﾗｿﾝ 開会式

西野公園

10時30分 阿野田 槇尾会 新年祝賀会 阿野田公民館

11時15分 野村第1自治会(1組)新年会 永信寺

11時30分 野村第1自治会(2組)新年会
野村地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 和
室

11時45分 北野町自治会新春懇親会
野村地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
集会室

14時00分

平成28年 成人式

亀山市文化会館

11日 月 10時00分

南野町第3自治会 新年総会

野村地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
集会室

13時30分 平成28年 武徳祭 亀山演武場
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12日 火 10時00分

市制施行11周年記念式典(職員の部)

大会議室

13時30分
関ﾊﾞｲﾊﾟｽ建設促進期成同盟会及び
名阪国道改修促進期成同盟会ほか要望活動

愛知県名古屋市内

13日 水 9時10分
関ﾊﾞｲﾊﾟｽ建設促進期成同盟会及び
名阪国道改修促進期成同盟会ほか要望活動

三重県庁及び三重県議会

11時00分 野村婦人会 新年会 野村地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

13時00分 中期戦略会議 第2応接室

15時00分 庁議 第2応接室

18時30分
連合三重 亀山地協・亀山地区労福協
2016年 新春旗びらき

亀山市文化会館
中央ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

15日 金 9時00分 平成27年度 第2回 亀山市ﾊﾞｽ等検討委員会 大会議室

16日 土 11時30分

伊勢志摩ｻﾐｯﾄ開催記念商品
「ｻｯﾎﾟﾛ一番 三重亀山ﾗｰﾒﾝ」先行発売ｲﾍﾞﾝﾄ

亀山ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｴﾘｱ

12時30分 亀山市職員 退職友の会 新年会 あんぜん文化村
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17日 日 9時00分 山下町 初参会 山下町 農事集会所

10時00分

南野町第2自治会 総会

野村地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

14時00分 辺法寺自治会 総会 辺法寺営農集会所

18日 月 13時30分
森林・林業基本計画にかかる
地方意見交換会(近畿・中国ﾌﾞﾛｯｸ)

大阪市 近畿中国森林管理
局

19時00分 商工会議所 青年部新年会 あんぜん文化村

19日 火 9時00分 新年度予算 市長査定 第2応接室

終了後 新年度予算 市長査定 第2応接室

20日 水 9時00分 新年度予算 市長査定 第2応接室

10時00分 議会全員協議会 議場

11時00分 新年度予算 市長査定 第2応接室

16時00分 庁議 第2応接室

21日 木 13時30分 ﾃﾛ対策亀山ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ設立総会 亀山警察署 3階 会議室

19時30分 ｷﾗﾘまちづくりﾄｰｸ 第10支部 昼生地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

22日 金 13時00分 薬物乱用防止ﾎﾟｽﾀｰの啓発展示 見学 亀山ｴｺｰ

15時00分 日赤評議員推薦委員会 第2応接室

16時00分 庁議 第2応接室

24日 日 8時30分

第36回亀山市ｽﾎﾟｰﾂ少年団 駅伝大会 開会式

西野公園
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25日 月 11時00分 ｲﾝﾀｰﾊｲ三重県実行委員会 設立総会 ﾎﾃﾙｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ津

26日 火 10時00分 市町総合事務組合 議会 県自治会館

14時00分 新年度予算 査定、補正予算査定 第2応接室

27日 水 9時00分 庁議 第2応接室

11時00分 県市議会議長会 総会 歓迎あいさつ 関ﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝ

13時00分 市長定例記者会見 第2応接室

28日 木 終日 名阪国道改修促進期成同盟会要望活動 東京都

29日 金 終日
名阪国道改修促進期成同盟会及び
関ﾊﾞｲﾊﾟｽ建設促進期成同盟会ほか要望活動

東京都

30日 土 11時00分 自由民主党 亀山支部 新年総会 ﾀｰﾄﾙｴｰｽｺﾞﾙﾌ倶楽部

31日 日 10時00分

建労三重 亀山支部 定期大会

亀山建労会館

10時30分 亀山大市 見学 東町・本町商店街

13時00分 羽若町自治会「平成28年度総会」 羽若町公民館

14時00分

市展「第11回亀山市美術展」表彰式

亀山市文化会館


