
 日にち 曜日  予　　　　　定  場　　　　　所

1 金 午前  市長議案説明（臨時議会） 市長室

2 土

3 日

4 月

5 火

6 水

7 木

 全員協議会（臨時議会） 全員協議会室

朝霞自衛隊協力会総会  陸上自衛隊広報センター

午後  来客）国土交通省航空局、埼玉県交通政策課 庁議室

午前  平成27年度和光市ミニバスケットボール春季大会 広沢小学校体育館

午前
午後

 放送大学　埼玉学習センター
 講師「和光市に見る地域包括ケアの実務」

和光市図書館
 日生オアシス和光

 特定非営利活動法人　和光・緑と湧き水の会　通常総会  白子コミュニティーセンター

 「うまれる」自主上映会実行委員会　映画「うまれる」上映会  サンアゼリア小ホール

 震災復興支援祭市民健康フェスティバル 和光樹林公園

交通安全運動出発式 和光市役所市民広場

 （財）少林寺拳法連盟　武蔵国分寺支部、和光新倉支部
 第19回春季合同演武大会

和光市総合体育館

 なでしこジャパン応援ビデオ撮影 本町小学校

 放送大学　埼玉学習センター
 講師「和光市に見る地域包括ケアの実務」

和光市総合福祉会館

午前  訪問）埼玉警察本部 埼玉県庁

午後 来客 応接室

 6月補正予算市長査定 庁議室

 NPO法人こども・みらい・わこう　第９回通常総会 中央公民館

午後  朝霞地区一部事務組合　正副管理者会議 朝霞地区一部事務組合

午前 政策会議 庁議室

 県との市町村長会議  浦和ロイヤルパインズホテル

 平成27年度和光市古民家愛好会定期総会  503会議室、サンレガロ

午前  来客）和光市商工会　本橋事務局長 応接室

午後  平成27年度新河岸川水系改修促進期成同盟会　通常総会 朝霞市民会館

 平成27年5月市長公務日程

8 金

午前

9 土

午後

10 日

午前

午後

11 月

12 火

午前

13 水

午後

14 木



 日にち 曜日  予　　　　　定  場　　　　　所

 平成27年5月市長公務日程

 平成27年度和光市ＰＴＡ連合会総会 和光市中央公民館

 和光市生きいきクラブ連合会平成２７年度定期総会・懇親会  白子コミュニティーセンター

 和光福祉会「福祉の里まつり」  福祉の里

 和光市スポーツ少年団本部定期総会 中央公民館

 第32回和光市春季ソフトボール大会  和光市荒川グランド

 和光市地域青少年を育てる会連合会「和光スマイルシティ2015」開会式  和光市役所　市民広場

 みんなの活動マルシェ～市民活動見本市～
和光樹林公園
和光市総合体育館

午後  第32回坂下公民館まつり 坂下公民館

 臨時会（改選後市議会議員人事案件、等） 議場

 和光市民まつり実行委員会  502会議室

全員協議会 全員協議会室

午前  来客）朝霞県土整備事務所長 応接室

 平成27年度青少年育成和光市民会議総会  502会議室

 来客）ＮＰＯ法人和光・風の里 応接室

午前
 朝霞地区一部事務組合　正副管理者及び組合市議会議長合同会
議

 朝霞地区一部事務組合２階講
堂

 （内閣府視察）地方の先進事例に関する意見交換会 全員協議会室

 和光市商工会第54回通常総代会、懇親会
 サンアゼリア企画展示室、サンレガ
ロ

 平成27年度朝霞区監査委員協議会定期総会  503会議室

 来客）図書寄贈 応接室

 朝霞地区福祉会　第1回三市運営協議会 応接室

日本赤十字社埼玉県支部事業資金募集説明会  総合福祉会館3階

午前  自治体総合フェア2015
 東京ビックサイト
 西展示棟・西3ホール

午後
 一般国道254号和光川越間バイパス建設促進期成同盟会
 平成27年度通常総会

志木市民会館

白子小学校運動会 白子小学校

 第8回わこう・あそびの森 和光樹林公園

 シネサロン・和光　第32回上映会「蜩の記」  サンアゼリア大ホール

 和光市体育協会定期総会、懇親会  502会議室

15 金 午前

16 土 午後

17 日

午前

18 月 午前

19 火

午後

20 水

午後

21 木

午前

午後

22 金

23 土

午前

午後



 日にち 曜日  予　　　　　定  場　　　　　所

 平成27年5月市長公務日程

午前  緑化まつり
 市民文化センター展示ホール
 企画展示室、市民広場

 平成27年度和光市長野県人会　第38回総会  白子コミュニティセンター

 わこう子育てネットワーク　平成２７年度通常総会 中央公民館

午前 和光市土地開発公社理事会 第二委員会室

 ラーズ夫人との会食 カフェラベル

 和光市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会第１回会議  602会議室

 訪問）筑波大坂戸高校　梶原選手 筑波大坂戸高校

市長議案説明 市長室

 Ｈｏｎｄａ航空機エンジン展示会　開会セレモニー、内覧会 企画展示室

午後 和光市婦人会定期総会  502会議室

 ●正副議長協議（議案説明） 議長応接室

 和光市地域子ども防犯ネット　平成２７年度　第１４回定期総会 中央公民館

 和光市身体障害者福祉会６０周年記念祝賀会  サンアゼリア小ホール

 第１回行政経営会議 庁議室

 来客）危険業務従事者叙勲：瑞宝単光章　松岡　茂様 応接室

 訪問）春の褒章（藍綬褒章）　松澤　つぎ子様
 　　　 春の叙勲（瑞宝双光章）　峯田　昌子様

市内

 和光市心身障害児・者を守る会総会 和光市総合福祉会館

 訪問）春の叙勲（瑞宝双光章）　木田　亮様 和光市総合福祉会館

 来客）教育委員会　森田教育委員 応接室

 来客）朝霞地区シルバー人材センター 応接室

 朝霞地区交通安全協会定期評議員会（総会） 朝霞市民会館

 自衛隊体育学校後援会総会、懇親会 体育学校

 来客）埼玉りそな銀行 応接室

 朝霞地区福祉会第132回理事会 福祉会

和光市優秀建設工事施工者表彰式  502会議室

 平成27年度和光市文化団体連合会　定期総会 中央公民館

 訪問）叙位受章　栗原正雄氏 市内

24 日

午後

25 月

午後

26 火

午前

27 水

午前

午後

28 木

午前

午後

29 金

午前

午後



 日にち 曜日  予　　　　　定  場　　　　　所

 平成27年5月市長公務日程

午前  第二中学校　平成２７年度体育祭 第二中学校

午後  平成27年度自治会連合会総会、懇親会  白子コミュニティセンター

 BOSAIフェア2015in和光～BOSAI競技大会～
和光樹林公園芝生広場
 エントランス広場

 「ジェットエンジン体験教室」見学  サンアゼリア展示ホール

午後  NPO法人ポコ・ア・ポコ第13回通常総会 中央公民館

30 土

31 日

午前


