
月 日 曜日 時間 公務内容 場所

9:00 南田園四地区合同水防災訓練 明神下公園

11:00
福生第一小学校PTA創立60周年記念式
典・祝賀会

福生第一小学校

11 2 月

11:00 第4回ふっさ七夕絵画コンテスト表彰式 商工会館

18:30 第40回菊見会 幸楽園

9:00 市議会公明党会派平成22年度予算要望 応接室

10:00 瑞穂斎場組合議会定例会 瑞穂斎場

14:00 航空自衛隊府中基地訪問 航空自衛隊府中基地

9:30 来客（東京福生ライオンズクラブ役員） 応接室

13:00 第20回東京都道路整備事業推進大会 日比谷公会堂

15:30 第10回ビジネスフェア from TAMA 新宿NSビル

9:00 庁議・施策検討会 庁議室

11:30 「講演と音楽の集い」出演者との昼食会 市長室

17:45 東京都市町村懇談会 東京都庁

9:00 職員採用試験最終面接試験 庁議室

18:00 固定資産評価委員会新旧委員懇親会 志向庵

11 10 火 13:00 福生病院組合第3回議会定例会 福生病院

11 11 水 18:30
西多摩地域広域行政圏体育大会総合開会
式兼前夜祭

日の出イオンホール

11 12 木 15:00 行政改革推進委員会 庁議室

10:00 正和会会派協議 委員会室

14:30 地域福祉推進委員会答申 委員会室

15:45 市民総合体育大会司会者との記念撮影 応接室

16:30
来客（ソフトボールオール福生シニア代
表）

応接室

17:00
来客（福生市シルバー人材センター会長
ほか）

応接室

19:30 福生市歯科医師会役員との懇親会 幸楽園

9:40
福生市シルバー人材センター30周年記念
式典

市民会館

10:30 公民館の集い 市民会館

11:00 福生第三小学校学芸会 福生第三小学校

19:00 四町会十日会 加美クラブ

11 9 月

11 13 金

11 5 木

11 6 金

11 3 祝

11 4 水

平成21年11月分　市長公務日誌

11 1 日

交通安全推進委員会視察研修 静岡県浜松市

11 14 土



月 日 曜日 時間 公務内容 場所

平成21年11月分　市長公務日誌

10:00 軽スポーツ＆とん汁会 多摩川中央公園

15:00 福生市農産物共進会褒賞授与式 西多摩農協福生支店

17:00 西多摩地域広域行政圏体育大会閉会式 中央体育館

18:00 西多摩地域広域行政圏協議会情報交換会 向蔵

10:00 諸会派会派協議 委員会室

13:30 西多摩衛生組合正副管理者会議 西多摩衛生組合

15:00
来客（厚生労働省東京労働局職業安定部
長ほか）

応接室

18:30 七夕まつり写真コンクール表彰式 市民会館

10:00 福島県川俣町視察挨拶 福祉センター

10:50 来客（福生多摩幼稚園園児ほか） 市長室

13:15 来客（地域ネコの会会長ほか） 応接室

15:00 ふっさっ子の広場機構会議 庁議室

9:00 花いっぱい運動 丘の広場

10:00
福生市保育団体連絡会主催第2回市民活
動講演会

福祉センター

10:00
NPO法人自然環境アカデミー主催「福が
生まれる福生散歩」

加美上水公園ほか

13:30 環境審議会 委員会室

14:30 来客（在日米軍教育局教育長ほか） 応接室

18:30 福生倫理法人会イブニングセミナー 新蔵

10:30 福生第四小学校50周年記念式典 福生第四小学校

13:00 福生第四小学校創立50周年祝賀会 福生第四小学校

13:00 市制施行40周年記念映画撮影 市民会館

15:00
（財）民主音楽協会「秋の友好・ふれあ
いコンサート」

市民会館

18:30 福生市ダンスサークル交流会 福生地域体育館

13:15 庁議・施策検討会 庁議室

18:00 東京都西多摩建設事務所との懇談会 藤屋

10:30 定例記者会見 庁議室

13:00 東京都市長会・部会合同研修会 東京自治会館

11:00
東京都市町村職員退職手当組合組織団体
長会議

東京自治会館

13:30 来客（福生市市議会議員ほか） 応接室

14:00 福生市小学校音楽会 市民会館

16:30
東京福生ライオンズクラブ45周年記念式
典及び祝賀会

フォレストイン昭和館

11 25 水

11 26 木

23 祝

11 24 火

11 15 日

11 16 月

11 17 火

11 18 水

11 19 木

11 20 金

11 21 土
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8:30 12月議会一般質問調整会議 庁議室

12:30
更生保護制度施行60周年記念東京更生保
護事業関係者顕彰式典

市民会館

14:00 西多摩衛生組合第2回議会定例会 西多摩衛生組合

11 28 土 17:00 福生リトルシニア野球協会卒団式 青梅スイートプラム

8:30 12月議会一般質問調整会議 庁議室

13:15
来客（東京都市町村総合事務組合事務局
長ほか）

応接室

15:00 来客（福生市保護司会会長） 応接室

11 27 金

11 30 月


