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2日 日 8時30分

平成28年度 亀山市総合防災訓練

中部中学校

13時30分

2016年度 亀山市教育懇談会

川崎小学校

18時00分 2016年度 亀山市教育懇談会 懇親会 名阪関ﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝ

3日 月 7時15分 平成28年度 赤い羽根共同募金 街頭募金 JR亀山駅

8時45分 経営会議 第2応接室

10時00分 中期戦略会議 第2応接室

5日 水 16時00分
災害時相互応援都市
岡山県高梁市長との面談

岡山県高梁市

6日 木 終日 第78回全国都市問題会議 岡山県岡山市

7日 金 終日 第78回全国都市問題会議 岡山県岡山市

9日 日 8時45分 国土交通大臣 関宿視察対応 関宿一帯

14時30分 田村自治会 秋祭り 田村公民館

17時00分 徳原秋祭り 宝昌寺跡広場

18時00分 川合町 秋祭り 川合町公民館 広場

11日 火 15時00分 連合亀山地協及び亀山地区労福協対市要請 第2応接室

12日 水 9時20分
一般社団法人 社会基盤整備協会
県知事要望

三重県庁

19時00分 市放課後児童ｸﾗﾌﾞ連絡協議会との懇談会 あいあい

13日 木 10時00分 第123回東海市長会 通常総会 志摩市内
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14日 金 10時00分 総合教育会議 第2応接室

13時30分 国民保護協議会 大会議室

19時30分

ｷﾗﾘまちづくりﾄｰｸ(関宿中支部)

関まちなみ文化ｾﾝﾀｰ

15日 土 9時30分 三本松地蔵尊お披露目式 浄源寺境内

19時00分 阿野田町 かんこ踊り 阿野田町公民館

16日 日 9時00分 平成28年度 能褒野町ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｯｸ 能褒野町地内 芝生

9時40分

あいあいまつり2016

あいあい

11時00分 徳原ｺｽﾓｽ祭り 徳原営農倉庫

18日 火 8時45分 第12回亀老連ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会 西野公園

13時30分

第4回中部歴史まちづくりｻﾐｯﾄin恵那

岐阜県恵那市内

19日 水 終日 第4回中部歴史まちづくりｻﾐｯﾄin恵那 岐阜県恵那市内

20日 木 10時00分 鈴鹿川改修促進期成同盟会 要望活動 中部地方整備局

14時30分 三重県知事との1対1対談 あいあい
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19時00分 ｷﾗﾘまちづくりﾄｰｸ(坂下地区) 鈴鹿馬子唄会館

21日 金 8時30分 中期戦略会議 大会議室

10時00分 議会全員協議会 議場

11時30分 市長臨時記者会見 第2応接室

14時00分 三泗鈴亀農業共済事務組合 議会定例会 四日市市 旧ｿﾌﾄｳｪｱｾﾝﾀｰ

17時15分 鈴鹿・亀山市議会議員ｽﾎﾟｰﾂ交流会 鈴鹿ｻｰｷｯﾄ

22日 土 10時00分

みえ技能祭「ものづくりﾌｪｱ2016」開会式

亀山ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ｴｺｰ

13時30分

亀山市民大学ｷﾗﾘ 特別講演会

市文化会館
中央ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

14時00分

災害時相互応援都市
青森県五所川原市長との面談

応接室

23日 日 8時30分 壮年ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 西野公園 野球場

10時00分
東部地区まちづくり協議会
平成28年度 文化演芸大会

東部地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
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10時45分

川崎地区まちづくり協議会
川崎地区「熟年会の集い」

川崎小学校 体育館

11時30分 みずきが丘自治会 秋祭り みずきが丘中央公園

14時00分
三重県医師会及び三重県主催
ﾄｯﾌﾟｾﾐﾅｰ

ﾎﾃﾙｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ津

24日 月 終日 鈴鹿川改修促進期成同盟会 要望活動 東京都内

25日 火 14時00分

第4回鈴鹿山麓無限∞会議

滋賀県蒲生郡日野町地内

26日 水 13時00分 三重県市長会 定例会議 県自治会館

27日 木 10時00分 鈴鹿亀山地区広域連合議会 定例会 鈴鹿市議会 第1委員会室

28日 金 10時00分

平成28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

12時40分

菜の花月例吟行会(10月)

市職員会館2階
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15時00分 第42回 亀山商工会議所 表彰式 亀山商工会館

18時00分

自治労亀山市職員組合 第14回定期大会

青少年研修ｾﾝﾀｰ

30日 日 10時00分
城西地区まちづくり協議会
秋の運動会

亀山中学校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

11時00分
天神・和賀地区まちづくり協議会
文化祭及び三世代交流祭

天神・和賀地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝ
ﾀｰ

31日 月 10時30分 市長定例記者会見 第2応接室

13時00分 定期監査市長講評 第2応接室

14時00分 市総合計画審議会 諮問 大会議室

15時00分 亀山市空家等対策協議会 第3会議室


