
月 日 曜日 始時間 終時間

1 土

10:00 13:00 彌彦神社　例大祭 彌彦神社 村長、教育長

15:30 17:00 大字矢作総会 矢作集落開発センター 村長

16:00 17:30 配食ボランティア 桜井の里 政策統括官

9:00 10:00 三役会議 村長室
村長、教育長、政策統

括官、総務課長

10:00 11:00 三役課長会議 第４会議室
村長、教育長、政策統

括官、全課長

11:30 11:40 巻税務署長　確定申告前挨拶 村長室 村長

15:00 16:30  農業農村整備予算説明会 自治会館 農業振興課長

16:00 17:00 保育園園長会 役場別館 教育長、教育課長

9:00 17:00 外部監査 競輪場 政策統括官

10:00 10:20 長岡市長面会 長岡市役所 村長、総務課長

10:00 12:00
弥彦村老人クラブ連合会理事・各部会代表者

合同会議
観山荘 福祉保健課長

10:30 11:20 租税教室 弥彦小学校 税務課長

13:30 14:30 後期高齢者医療広域連合市町村長協議会 自治会館 村長

13:30 16:00 JA野菜部会総会 JA越後中央弥彦支店 農業振興課長

13:30 17:00 合同公売会打合せ会議 三条地域振興局、吉田産業会館 税務課長

14:00 15:00 競輪場施設整備改修工事定例会議 弥彦競輪場 公営競技事務所長

15:30 16:00 新潟日報取材 村長室 村長

18:00 19:00 缶詰加工予約検討会義 弥彦村役場 農業振興課長

9:30 11:00 定例校長会 役場別館 教育長、教育課長

9:00 17:00 外部監査 競輪場 政策統括官

13:00 14:00 放課後児童クラブキッズ主任会議 役場別館 教育長、教育課長

13:30 14:30 弥彦村農業振興協議会 大ホール
村長、総務課長、農業

振興課長

14:00 15:00 歯科講演会 弥彦小学校 教育長

14:30 15:30 弥彦村農業再生協議会　総会 大ホール 村長、農業振興課長

6 木 17:30 20:00 弥彦温泉観光旅館組合　新年会 みのや 政策統括官

10:00 10:30 国民文化祭第３回弥彦村実行実行委員会 文化会館小ホール
村長、教育長、教育課

長

10:30 12:00 第2回弥彦村文化芸術審議会 文化会館小ホール 教育長、教育課長

14:00 15:00 定例教育委員会 第４会議室 教育長、教育課長

14:00 15:00 寺泊港整備・利用 促進協議会 長岡市消防本部 観光商工課長

15:00 15:30 弥彦村総合教育会議 第４会議室 教育長、教育課長

8 土 16:10 18:00 西蒲原燕建築組合連合会　建築功労者表彰式 みのや 政策統括官

9 日

9:00 10:00 三役会議 村長室
村長、教育長、政策統

括官、総務課長

13:30 14:30 国民文化祭総会 自治会館 教育課長
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10:00 13:10 建国記念祝賀行事 彌彦神社・文化会館

村長、教育長、政策統

括官、総務課長、教育

課長

13:10 13:30 自衛隊協力会総会 文化会館 村長

10:00 10:20 弥彦村建築業組合　新年挨拶 村長室 村長

10:30 11:30 地方税徴収確保対策連絡会議 県庁 税務課長

13:30 14:30 サテライト会津運営協議会 喜多方市役所 公営競技事務所長

13:30 15:00 燕・弥彦総合事務組合正副管理者会議 組合本部 村長、総務課長

13:30 15:00 小中連携英語部会 役場別館 教育長

13:30 16:30 市町村税務主管課長会議 県庁 税務課長

13:30 16:30 新潟県公民館連合会 クロスパル新潟 教育課長

19:00 21:00 村政懇談会：走出 走出集会所 村長

11:00 15:00 ＪＫＡ優秀選手表彰式 ザ・プリンスパークタワー東京 公営競技事務所長

14:30 15:30 新潟県国民健康保険団体連合会　理事会 自治会館 村長

15:00 17:00 農業委員会県央地区情報交換会 燕市民交流センター 農業振興課長

15:15 17:00 二次交通 意見交換会 村上市役所 観光商工課長

15:30 16:00
新潟県市町村総合事務組合第１回組合議会定

例会
自治会館 村長

15:30 17:00 地域整備部との意見交換会等 田上町交流会館 建設企業課長

16:30 18:00 第3回学校運営協議会 役場別館 教育長

9:10 9:20 ＢＳＮアイネット社長　新年挨拶 村長室 村長

10:30 13:30 県町村会役員会 自治会館 村長

11:00 17:00 会計年度任用職員希望者面接 弥彦競輪場 公営競技事務所長

18:30 20:30 小学校歴代PTA正副会長会 大山 政策統括官

9:00 12:00 高橋正則展オープニングセレモニー 弥彦の丘美術館 教育長、教育課長

11:00 17:00 会計年度任用職員希望者面接 弥彦競輪場 公営競技事務所長
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