
## 3

日 曜  時 刻 件            名 場          所

9:00 広島県立熊野高等学校卒業証書授与式 熊野高等学校

13:00 議会対策会議 特別会議室

17:00 広島県日中親善協会第２回理事会・交流会 広島市内

10:30 平成29年広島県国民健康保険団体連合会通常総会 広島県国民健康保険団体連合会

14:00 町議 町長室

14:30 現場確認 町内

3 金 13:00 広島中央地域連携中枢都市圏協議会 呉市役所

9:30 東公民館まつり 東公民館

10:00 保育所ひかり学園音楽発表会 町民会館

12:20 自衛官入隊・入校激励会 広島国際会議場

15:00 伴谷真知子ピアノリサイタル 広島市内

9:00 連絡調整会議 ３階会議室

13:30 共同募金会議 ３階会議室

14:30 町議 町長室

9:30 議会

16:50 熊野中学校教諭 町長室

8:30 川角自治会長 町長室

9:30 議会

9 木 9:30 議会

9:30 議会

18:00 議会交流会 町内

11 土 9:30 中学校卒業式 東中学校

14:00 アンジュヴィオレ2017新体制発表 広島市内

15:00 アンジュヴィオレ　激励会 広島市内

9:00 連絡調整会議 ３階会議室

9:30 現場確認 くまのみらい交流館

11:30 Ｈ28年度中溝地区ひとり暮らしの集い 町内（中溝）

14:00 初神自治会長挨拶 町長室

9:00 現場確認 町内

10:00 中国四国管区行政評価局 町長室

13:00 ひかり学園園長 町長室

13:30 広創不動産 町長室

10:00 広島国際大学　終了証書授与式 広島国際大学東広島キャンパス

13:00 川角親睦会会長 町長室

14:00 ソロプチミスト熊野会長 町長室

15:00 来客 町長室

9:00 町議 町長室

10:30 自衛隊広島地方協力本部　 町長室

14:00 土地改良事業団常務理事 町長室

10:00 シルバーリハビリ体操指導士認定証授与式 ３階会議室

10:30 中国新聞 町長室

14:00 中川事務所 町長室

9:00 くまのみらい保育園卒園式 くまのみらい保育園

10:00 くまのみらい交流館まつり くまのみらい交流館

10:00 筆の日記念式典 筆の里工房

17:30 中川俊直さんを囲む政経セミナー 広島市内

8:40 連絡調整会議 ３階会議室

11:30 来客 町長室

13:30 広島県農業委員会第103回総会 広島市内

9:30 小学校卒業式　 第三小学校

12 日

14 火
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10:00 中電技術コンサルタント 町長室

11:00 部長会議

13:30 安芸地区３町民生委員・児童委員協議会交流研修 町民会館

14:00 来客 町長室

15:00 見舞い 広島市内

19:00 通夜 町内

9:00 町議 町長室

11:00 観光基本戦略検討委員会 ３階会議室

11:30 来客 町長室

15:00 農業委員会委員長 町長室

18:00 管理職送別会 町内

10:00 保育所ひかり学園　卒園式 保育所ひかり学園

17:00 一如会石碑除幕式 榊山神社

11:30 近畿（大阪）広島県人会 大阪市内

9:00 連絡調整会議 ３階会議室

10:00 広島県庁 広島県庁

13:00 広島県信用組合 町長室

14:00 川角自治会長 町長室

18:00 アンジュヴィオレ　熊野サッカー場（仮）施設概要説明会 広島市内

11:00 広島経済レポート 町長室

12:20 庁舎周辺清掃 庁舎周辺

13:00 熊野町商工会長 町長室

14:00 ＪＡＦ（JAFメイト景品抽選） 町民公室

9:30 安芸区長 町長室

13:00 広島県道路整備課長 広島県庁

14:00 広島県道路公社 広島県道路公社

18:00 県意見交換会 広島市内

9:30 来客 町長室

9:45 西部建設事務所 町長室

11:00 石岡審議官 広島県庁

11:45 町民体育館長 町長室

16:00 現場確認 町内

18:30 意見交換会 広島市内

9:30 消防団長退任式 町民公室

10:30 微妙福祉会理事長 町長室

11:00 図書館長 町長室

13:00 プラム賞・教育奨励賞・教育委員会退職者辞令交付式 ３階会議室

16:15 退職者辞令交付 町民公室

16:45 退職者送別式 エントランスホール

28 火

23 木

24 金

25 土

26 日

27 月

29 水

30 木

31 金

22 水


