
日 曜 時間 行事予定 場　所

1日 火 8時45分 経営会議 委員会室

10時00分 庁議 第2応接室

16時00分 確定闘争ｷｬﾗﾊﾞﾝ 理事者控室

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

2日 水 10時30分

一般国道1号関ﾊﾞｲﾊﾟｽ建設促進期成同盟会,
名阪国道及び国道25号整備促進期成同盟会,
鈴鹿亀山道路建設促進期成同盟会
要望活動

自民党三重県支部連合会

15時30分
新名神高速道路三重県区間建設促
進期成同盟会 要望活動

中日本高速道路 株式会社

4日 金 9時00分 議会運営委員会 委員会室

13時30分 関西大学 創立130周年記念式典
関西大学 第2学舎4号館
BIGﾎｰﾙ100

18時45分 市職員 互助会福利厚生事業 鈴鹿平安閣

5日 土 9時00分

昼生地区 長寿ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

昼生地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

11時00分 野村地区まちづくり協議会 菊花展 野村地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

13時30分 第16回 亀山童謡ﾌｪｽﾀ 市文化会館 大ﾎｰﾙ

6日 日 10時15分

第31回 東海道関宿街道まつり

関宿街道一帯

7日 月 9時30分 ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ推進委員会 第2応接室

11時00分 ㈱南条製作所 亀山工場 竣工式
田村町地内
南条製作所 亀山工場

14時00分
市民参画協働事業推進補助金及び
協働事業提案制度選定結果報告

第2応接室
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8日 火 9時00分 行財政改革推進本部会議 大会議室

10時00分

平成28年度 あいあい笑顔のつどい

あいあい

13時00分 臨時議会答弁打合せ 第2応接室

15時00分

一般国道1号関ﾊﾞｲﾊﾟｽ建設促進期成同盟会,
名阪国道及び国道25号整備促進期成同盟会,
鈴鹿亀山道路建設促進期成同盟会
要望活動

北勢国道事務所、
中部地方整備局

9日 水 終日

一般国道1号関ﾊﾞｲﾊﾟｽ建設促進期成同盟会,
名阪国道及び国道25号整備促進期成同盟会,
鈴鹿亀山道路建設促進期成同盟会
要望活動

国土交通省、衆参議員会館

10日 木 10時00分 臨時議会 議場

臨時議会
終了後

予算決算委員会,各分科会,各委員会 委員会室

11日 金 9時00分 予算決算委員会 委員会室

10時00分 臨時議会 議場

12日 土 9時45分

「青少年のための科学の祭典」
第13回亀山大会

青少年研修ｾﾝﾀｰ

10時00分

亀山市勤労者ﾌｧﾐﾘｰﾌｪｽﾀ2016

亀山公園 芝生広場
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13日 日 9時00分 日本武尊・白鳥伝説三市交流事業 奈良県御所市

16時30分 亀山ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 創立25周年記念式典
あんぜん文化村
ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ

18時00分 亀山ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 創立25周年記念懇親会
あんぜん文化村
ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ

14日 月 8時30分 辞令交付(監査委員) 応接室

10時00分 三重県市町村職員共済組合 監査 市町村会館

17時30分
亀山保護司会会長、社会福祉協議会会長
要望(ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ)

応接室

19時00分 亀山市職員組合 臨時大会 職員会館 2階

15日 火 9時30分 三重県史跡整備市町協議会 要望活動 県庁

16日 水 10時00分
(一社)三重県社会基盤整備協会
平成28年度中部国道協会促進大会

東京都 霞が関ﾋﾞﾙ

14時00分 木更津ｵｰｶﾞﾆｯｸﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2016
千葉県木更津市内
かずさｱｶﾃﾞﾐｱﾎｰﾙ

17日 木 8時30分 全国史跡整備市町村協議会 臨時大会
東京都内
ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ

13時30分 国保制度改善強化全国大会
東京都内
明治神宮会館

18日 金 10時00分 議会運営委員会 委員会室

11時00分 議会全員協議会 議場

12時20分 かめやまっ子給食試食会 亀山西小学校

13時30分 市長定例記者会見 第2応接室

15時00分 総合教育会議 第2応接室

19時00分 ｷﾗﾘまちづくりﾄｰｸ(関南部地区) 関南部地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

20日 日 11時00分

第3回 いこか市長杯ｻｯｶｰ交流ﾌｪｽﾀ 開会式

滋賀県甲賀市内
水口ｽﾎﾟｰﾂの森
多目的ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
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21日 月 14時00分
平成28年度 厚生労働大臣表彰
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ功労者 表彰報告

応接室

22日 火 10時00分 中期戦略会議 委員会室

14時20分

三重県更生保護大会

市文化会館

19時00分

ｷﾗﾘまちづくりﾄｰｸ(井田川地区南)

井田川地区南ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

23日
水
祝

13時30分 菰野町60周年記念式典 菰野町民ｾﾝﾀｰﾎｰﾙ

24日 木 13時30分

亀山市社会福祉大会

中央ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

17時00分 亀山市消防団 副団長 伊藤秀治氏 お悔やみ ﾃｨｱ白子

18時00分 夜間時間外診療協議会との懇談会 市内
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25日 金 10時00分 市議会12月定例会 開会 議場

18時30分 商工会議所役員・工業会との懇親会 市内

26日 土 12時00分 小山新田環境保全営農組合 交流会見学 林業ｾﾝﾀｰ

13時30分 鈴鹿亀山地区消費生活ｾﾝﾀｰ10周年記念事業 青少年研修ｾﾝﾀｰ

27日 日 10時30分

第62回三重県身体障害者福祉大会

市文化会館

11時30分 神辺地区文化祭 神辺小学校

28日 月 9時30分 寄附受納(明るい社会づくり運動) 応接室


