
日 曜 時間 行事予定 場　所

1日 水 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

14時00分
三泗鈴亀農業共済事務組合議会
管理者・副管理者会議

四日市市
旧三重ｿﾌﾄｳｪｱｾﾝﾀｰ

15時00分
三泗鈴亀農業共済事務組合議会
全員協議会

四日市市
旧三重ｿﾌﾄｳｪｱｾﾝﾀｰ

15時30分
三泗鈴亀農業共済事務組合議会
臨時会

四日市市
旧三重ｿﾌﾄｳｪｱｾﾝﾀｰ

2日 木 終日
平成28年度
ﾘﾆｱ中央新幹線建設促進期成同盟会総会

東京都内

3日 金 10時00分 議会開会 議場

4日 土 13時00分 かわさき ふれあい 文化祭 川崎地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

14時30分 亀山少年少女合唱団 定期総会 市文化会館 会議室

5日 日 9時30分

市水防訓練

鈴鹿川
勧進橋上流左岸河川敷

6日 月 8時00分 亀山市職員退職者友の会 奉仕作業 西町 田中病院前

15時00分
平成28年度市町村広域災害ﾈｯﾄﾜｰｸ調印式
及び首長会議

東京都内

7日 火 終日 全国市長会 分科会 東京都内

8日 水 終日
小規模多機能自治推進ﾈｯﾄﾜｰｸ会議
平成28年度総会、第86回全国市長会議、
幸せﾘｰｸﾞ第4回総会

東京都内

9日 木 終日 市議会答弁打合せ 第2応接室

10日 金 終日 市議会答弁打合せ 第2応接室

11日 土 13時00分

三重県教職員組合亀山支部 定期大会

関文化交流ｾﾝﾀｰ
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12日 日 9時00分 山下ﾃﾞｰ
山下町
「ふろや池」周辺、特設会場

10時00分

第19回花しょうぶまつり

亀山公園 菖蒲園

13日 月 10時00分 議案質疑 議場

14日 火 10時00分 一般質問 議場

18時30分 亀山地区労働者福祉協議会 第37回定期総会 亀山市勤労文化会館

15日 水 10時00分 一般質問 議場

17日 金 10時00分 産業建設委員会 委員会室

18日 土 9時45分 川崎小学校 運動会 見学 川崎小学校

10時45分

鈴鹿馬子唄会館「ﾌﾞﾚﾝﾃﾞｨの森
森づくり活動」展示ｽﾍﾟｰｽ開設式

鈴鹿馬子唄会館

13時30分

平成28年度「亀山市民大学ｷﾗﾘ」ﾊﾟﾈﾙ討論
「ﾘﾆｱ中央新幹線と亀山を考える
～ﾎﾟｽﾄ伊勢志摩ｻﾐｯﾄと亀山」

市文化会館
中央ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
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19日 日 13時00分

亀山ﾓﾗﾛｼﾞｰ事務所 生涯学習ｾﾐﾅｰ

あいあい

13時30分 松月流三重支部茶会 青少年研修ｾﾝﾀｰ

20日 月 10時00分 教育民生委員会 委員会室

21日 火 10時00分 総務委員会 委員会室

22日 水 10時30分 傘壽を祝う会 神辺地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

23日 木 13時30分

第66回"社会を明るくする運動"
亀山市推進委員会

あいあい

18時00分
東海労働金庫亀山支店
「2016年度地区総会」

東海労働金庫 亀山支店

24日 金 10時00分 予算決算委員会 委員会室

11時00分 議会運営委員会 委員会室

14時00分 議会閉会 議場
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25日 土 10時00分

平成28年度 西日本鉄道OB会亀山支部 総会

城西地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

11時00分 福祉のめんめんﾌｪｽﾀ2016 市文化会館

13時30分

亀山市教育を語り合う会

中部中学校

17時00分
亀山駅周辺まちづくり協議会
平成28年度定期総会

御幸町 ﾚｽﾄﾗﾝｻﾂｷ

26日 日 8時30分 亀山市消防操法大会 亀山消防署 北東分署

27日 月 11時00分 亀山市職員組合との交渉 第2応接室

14時00分 高額案件説明 第2応接室

15時00分
ﾘﾆｱ中央新幹線・JR複線電化 亀山市民会議
役員会

第3委員会室

16時10分 庁議 第2応接室



日 曜 時間 行事予定 場　所

平成28年6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

28日 火 13時30分

第44回亀山市地区衛生組織連合会 総会

青少年研修ｾﾝﾀｰ

15時00分

平成28年度 亀山市防犯委員会 総会

あいあい

29日 水 13時00分 市長定例記者会見 第2応接室

15時00分

西谷邸寄付申出書受領式及び現場訪問

応接室及び西町西谷邸

19時00分
連合三重亀山地域協議会・鈴鹿地域協議会
「2016働くことを軸とする安心社会の
実現」をめざす合同集会

鈴鹿市
鈴鹿ｻｰｷｯﾄ ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨﾗｳﾝｼﾞ

30日 木 10時30分
三重県市町村職員年金者連盟
亀山支部 総会

社会福祉ｾﾝﾀｰ

13時30分

平成28年度
一般社団法人 亀山市観光協会 総会

青少年研修ｾﾝﾀｰ


