
開始日 件名
平成28年10月1日(土) 10:15～11:20 稲荷神社秋季例大祭直会（稲荷神社）
平成28年10月1日(土) 11:40～12:40 第２５回川田谷公民館サークル発表会（川田谷公民館）
平成28年10月1日(土) 13:00～13:45 第24回シーエックスカーゴ感謝祭（シーエックスカーゴ本社・桶川流通センター）

平成28年10月1日(土) 13:55～14:10 桶川市民スポーツ吹矢大会（桶川サンアリーナ）
平成28年10月1日(土) 14:40～17:55 桶川市セカンド成人式2016「ふるさと同窓会」（桶川市民ホール）
平成28年10月2日(日) 8:05～9:00 鴨川保育所運動会（鴨川保育所）
平成28年10月2日(日) 9:17～9:35 いずみの学園運動会（いずみの学園）
平成28年10月2日(日) 10:00～11:10 ディーナゲッヅコート 桶川マイン2020（おけがわマイン）
平成28年10月2日(日) 11:25～11:35 北保育所運動会（北保育所）
平成28年10月2日(日) 12:15～13:30 松原区秋祭り（松原農民センター）
平成28年10月2日(日) 14:20～17:15 ディーナゲッヅコート 桶川マイン2020（おけがわマイン）
平成28年10月3日(月) 6:00～8:15 赤い羽根街頭募金（桶川駅前）
平成28年10月3日(月) 8:30～8:45 保育課、健康増進課朝礼（保健センター）
平成28年10月3日(月) 8:55～9:00 辞令交付式(市長室)
平成28年10月3日(月) 9:50～10:50 桶川北本水道企業団功労者表彰式（桶川北本水道企業団）
平成28年10月3日(月) 13:35～15:20 上尾警察署テロ対策「彩の国」ネットワーク設立総会（上尾警察署）
平成28年10月4日(火) 7:35～8:00 あいさつ運動（朝日小学校）
平成28年10月4日(火) 9:40～10:50 庁議（仮設庁舎会議室201）
平成28年10月4日(火) 10:55～11:40 上尾桶川伊奈衛生組合　情報公開審議委員委嘱式（上尾桶川伊奈衛生組合）

平成28年10月4日(火) 13:00～13:15 桶川市表彰審査会(仮設庁舎会議室201）
平成28年10月4日(火) 13:15～13:30 自治大学校辞令交付式（市長室）
平成28年10月4日(火) 13:30～14:00 来客<埼玉りそな銀行公共法人部長様、桶川支店長様>（市長室）
平成28年10月4日(火) 14:10～14:35 桶川市観光協会総会・理事会（地域福祉活動センター）
平成28年10月5日(水) 7:35～8:10 あいさつ運動（日出谷小学校）
平成28年10月5日(水) 8:10～9:45 ニューフードフェア2016（さいたまスーパーアリーナ）
平成28年10月5日(水) 10:00～11:50 第14回北足立郡市町人権フェスティバル（和光市民文化センター）
平成28年10月6日(木) 10/6～10/7 第７８回全国都市問題会議（岡山国際ホテル）
平成28年10月8日(土) 8:10～9:10 坂田保育所運動会（坂田保育所）
平成28年10月8日(土) 9:20～10:10 日出谷保育所運動会（日出谷保育所）
平成28年10月8日(土) 14:00～16:45 おけがわウエディング（桶川マイン　エンジョル広場）
平成28年10月9日(日) 9:30～10:30 桶川市カラオケ連合会第３６回発表会（桶川市民ホール）
平成28年10月9日(日) 10:40～12:25 三田原氷川神社祈祷祈願祭直会（三田原氷川神社）
平成28年10月9日(日) 12:35～13:00 川田谷前領家秋季祭礼直会（前領家　王子センター）
平成28年10月9日(日) 13:45～14:40 樋詰地区お日待ち直会（樋詰集会場）

平成28年10月10日(月) 8:10～9:15 桶川地区西ブロック体育祭（桶川西小校庭）
平成28年10月10日(月) 9:40～10:30 映画「物置のピアノ」上映会（市民ホール）
平成28年10月10日(月) 10:40～11:15 しろがね幼稚園運動会（しろがね幼稚園）
平成28年10月10日(月) 12:30～13:15 0歳から楽しむファミリーオペラ「シンデレラ」（桶川市民ホール）
平成28年10月11日(火) 7:35～8:00 あいさつ運動（加納小学校）
平成28年10月11日(火) 9:00～9:30 来客<レクリエーション運動普及振興功労賞表彰受賞者様〉（市長室）
平成28年10月11日(火) 9:30～10:00 来客<上尾県税事務所長ほか>(市長室）
平成28年10月11日(火) 12:15～12:30 人権擁護委員委嘱状交付（市長室）
平成28年10月11日(火) 12:45～15:25 国土交通省関東地方整備局への要望活動（さいたま新都合同庁舎）
平成28年10月12日(水) 8:20～9:45 第60回桶川市小学校体育大会（桶川小学校）
平成28年10月12日(水) 12:45～13:45 石巻地区水道企業団行政視察時挨拶（桶川北本水道企業団）
平成28年10月12日(水) 15:00～15:30 来客<荒川上流河川事務所長様>(市長室)
平成28年10月12日(水) 16:00～17:00 来客<自衛隊埼玉地方協力副本部副本部長様>（仮設庁会議室201）
平成28年10月13日(木) 10/13～14 桶川北本水道企業団行政視察（岩手県一関市）
平成28年10月15日(土) 9:00～9:45 桶川市ＰＴＡ連合会バレーボール大会（桶川サン・アリーナ）
平成28年10月15日(土) 10:10～11:15 上尾地方交通安全協会優良運転者表彰式（イコス上尾）
平成28年10月15日(土) 11:30～12:30 第14回ＡＩ♡犬フェスティバル（上尾上平公園）
平成28年10月15日(土) 13:40～14:50 平成28年度上尾・桶川・伊奈暴力排除地域安全大会（桶川市民ホール）

平成28年10月15日(土) 14:20～17:10 岡村地区お日待ち直会（岡村会館）
平成28年10月16日(日) 7:20～9:10 上尾中央医科グループ大運動会（上尾市平方スポーツ広場）
平成28年10月16日(日) 9:25～9:50 川田谷地区体育祭（城山公園）
平成28年10月16日(日) 10:00～10:10 日出谷小地区体育祭（日出谷小学校）
平成28年10月16日(日) 10:20～10:45 第９回「桶小地区市民体育祭」（桶川小学校）
平成28年10月16日(日) 11:00～12:05 加納地区体育祭（加納小学校）



開始日 件名
平成28年10月17日(月) 7:45～8:00 あいさつ運動（西中学校）
平成28年10月17日(月) 8:30～8:45 教育部朝礼（執務室）
平成28年10月17日(月) 9:30～12:30 平成28年度個人住民税表彰式（知事公館）
平成28年10月17日(月) 14:00～15:00 埼玉県市長会定期総会及び市長研修会（浦和ロイヤルパインズホテル）

平成28年10月17日(月) 15:30～17:30 2016年度「連合埼玉　市長・町長政策懇談会」（さいたま共済会館）
平成28年10月18日(火) 7:45～8:25 あいさつ運動（加納中学校）
平成28年10月18日(火) 11:30～12:00 来客<桶川猟友会会長様>（市長室）
平成28年10月18日(火) 13:10～14:45 江川に関する県への要望活動（埼玉県庁）
平成28年10月18日(火) 15:45～17:30 衆議院議員への陳情（衆議院第2議員会館）
平成28年10月19日(水) 7:45～8:25 あいさつ運動（桶川中学校）
平成28年10月19日(水) 9:00～10:00 来客<地域公共交通協議会委員様>（市長室）
平成28年10月19日(水) 11:00～13:40 浦和北ロータリークラブ例会卓話（浦和ロイヤルパインズホテル）
平成28年10月19日(水) 15:10～16:45 三幸会チャリティゴルフコンペ表彰式・懇親会（大宮ゴルフコース）
平成28年10月19日(水) 18:00～18:30 平成28年度県央地域防犯のまちづくり街頭キャンペーン（桶川駅西口）

平成28年10月20日(木) 7:35～8:00 あいさつ運動（桶川小学校）
平成28年10月20日(木) 10:00～10:30 特別職報酬等審議委員会（仮設庁舎会議室201）
平成28年10月20日(木) 12:45～14:10 平成２８年度桶川市商工会女性部創立40周年記念式典（さいたま文学館）

平成28年10月21日(金) 9:30～12:00 埼玉県戦没者追悼式（さいたま市文化センター）
平成28年10月22日(土) 8:00～10:25 平成28年度子供航空教室（本田航空株式会社）
平成28年10月22日(土) 10:45～11:20 50周年記念 ガス展（北本解脱会大駐車場）
平成28年10月22日(土) 12:50～14:05 公益社団法人桶川市シルバー人材センター設立30周年記念式典（桶川東公民館）

平成28年10月23日(日) 8:40～9:45 第23回北部管内家庭婦人バレーボールいそじ大会（桶川サン・アリーナ）

平成28年10月23日(日) 10:00～11:10 おけがわボランティア・市民活動見本市2016（地域福祉活動センター）
平成28年10月23日(日) 11:20～12:45 小島元夫氏瑞寶單光章受章祝賀会（JAさいたま桶川支店）
平成28年10月23日(日) 12:50～13:40 トーハン桶川SCMセンター感謝祭（トーハン桶川SCMセンター）
平成28年10月23日(日) 14:50～16:45 チャリティ和太鼓演奏会（東公民館）
平成28年10月24日(月) 7:35～8:00 あいさつ運動（西小学校）
平成28年10月24日(月) 8:25～8:40 収税課朝礼(執務室)
平成28年10月24日(月) 10:20～10:40 日出谷保育園児ハロウィン（仮設庁舎会議室201）
平成28年10月24日(月) 11:00～11:30 百歳長寿のお祝い（市内）
平成28年10月24日(月) 14:30～15:00 男女共同参画審議会答申（仮設庁舎会議室102）
平成28年10月25日(火) 7:35～8:00 あいさつ運動（川田谷小学校）
平成28年10月25日(火) 8:00～13:00 日本体育大学表敬訪問（日本体育大学）
平成28年10月25日(火) 15:00～15:15 来客<時事通信社さいたま支局長様>（市長室）
平成28年10月25日(火) 15:30～16:30 人材育成基本方針委員会メンバーに対する講話（分庁舎会議室１）
平成28年10月25日(火) 17:00～17:30 来客<区長様>（市長室）
平成28年10月26日(水) 7:35～8:00 あいさつ運動（東小学校）
平成28年10月26日(水) 9:00～11:30 埼玉県央広域事務組合11月議会正副管理者会（埼玉県央広域事務組合）

平成28年10月27日(木) 7:45～8:25 あいさつ運動（東中学校）
平成28年10月27日(木) 10/27～10/28 桶川市民号（千葉県銚子市）
平成28年10月30日(日) 8:55～10:00 桶川市民祭りスポーツ武道の広場（桶川サン・アリーナ）
平成28年10月30日(日) 10:15～10:50 第27回県民総合体育大会（桶川サン・アリーナ）
平成28年10月30日(日) 10:50～11:00 企画展「平将門」（さいたま文学館）
平成28年10月30日(日) 11:00～11:40 おけがわ市民芸術文化祭第15回総合アート展（桶川市民ホール）
平成28年10月30日(日) 11:40～12:30 市民芸術文化祭 器楽・邦楽フェスタ（桶川市民ホール）
平成28年10月30日(日) 12:00～14:00 防災フェア（桶川マイン）


