
【弥彦村 村内行事予定報 6月 15日号】 

平成 29年 6月 15日現在 

開催日時 

イベント・会議等名称 会場 出席者 
月 日 

曜

日 
時間 

6 

15 木 

09:00～09:30 事故防止会議 弥彦競輪場 公営競技事務所長 

10:00～11:00 戦没者追悼法要 改善センター 村長、副村長、教育長 

13:00～14:00 ライオンズクエスト訪問 弥彦村役場別館 教育長 

13:30～15:00 ＪＧＡＰ認証取得報告会 弥彦村役場 村長、農業振興課長 

15:30～16:30 弥彦参道杉並木保存会 弥彦村役場 
村長、教育長、建設企

業課長 

18:00～19:00 新潟県旅館ホテル組合青年部定時総会 みのや 村長 

19:00～20:00 村政懇談会 矢作① 矢作集落開発センター 村長 

16 金 

10:00～10:30 289期成同盟会監査 弥彦村役場 村長 

15:30～17:00 巻公共職業安定所管内雇用協議会定例総会 岩室温泉ゆもとや 副村長 

19:00～20:00 相撲の里プロジェクト報告会 弥彦村役場 
総務課長、観光商工課

長 

19:00～20:30 村政懇談会 平野① 平野公会堂 村長 

17 土     

18 日 
08:30～12:00 弥彦村消防演習 弥彦村役場駐車場 

村長、副村長、教育長

他 

14:00～16:00 創画会 70周年記念展ギャラリートーク コミュニティセンター 教育長、教育課長 

19 月 

10:00～11:00 本会議（委員長報告・採決） 弥彦村役場 
村長、副村長、教育長

他 

18:30～20:00 新潟県自転車競技連盟総会 文化会館 
村長、教育長、教育課

長 

20 火 

10:00～12:30 出雲崎町合併 60周年記念式典 出雲崎町町民体育館 村長、総務課長 

14:00～15:00 弥彦村シルバー人材センター定期総会 観山荘 村長 

19:00～20:00 村政懇談会 川崎① 川崎集会所 村長 

21 水 

09:00～12:00 平成３０年産米政策意見交換会 三条地域振興局 農業振興課長 

10:00~11:00 新潟県自衛隊協力会監査 弥彦村役場 村長 

13:30～15:00 地域別農業委員会事務局検討会 三条市役所 農業振興課長 

13:30～17:00 水道協会総会 自治労会館 建設企業課長 

19:00～20:00 村政懇談会 村山① 村山集落開発センター 村長 

22 木 

11:00～12:00 国際情報大学との包括的連携調印式 弥彦村役場 村長、教育長 

16:00～17:00 県の道路整備に課題研修 自治会館 建設企業課長 

19:00～20:30 村政懇談会 観音寺① 観音寺集落センター 村長 

23 金 

10:00～12:30 村老連理事会 観山荘 福祉保健課長 

11:00～12:30 燈籠押し保存会 彌彦神社 教育長、教育課長 

11:00～13:00 町村会臨時総会・役員会 自治会館 村長 



2/2 

13:00～17:00 中越教育事務所中学校区訪問 弥彦小学校 教育長、教育課長 

13:00～ 関東地区 FⅡ日取り調整会議 全輪協 公営競技事務所長 

14:00～16:00 県央基幹病院道路期成同盟会総会 ジオ・ワールド VIP 村長、建設企業課長 

全日 人材派遣研修会 内閣府 副村長 

24 土 13:30～ 記念競輪報道関係打合せ 弥彦競輪場 
公営競技事務所長 

 

25 日  
14:00～16:00 創画会 70周年記念展ギャラリートーク コミュニティセンター 教育長、教育課長 

15:30～ 記念競輪式典、イベント関係打合せ 弥彦競輪場 公営競技事務所長 

26 月 
15:00～16:30 新潟県信用組合通常総代会 ホテルオークラ新潟 副村長 

19:00～20:30 村政懇談会 山崎① 山崎集落開発センター 村長 

27 火 

10:00～13:30 新潟県自衛隊協力会定期総会 ANA クラウンプラザホテル  村長 

13:30～16:00 土曜学習推進委員会 文化会館 教育長 

19:00～20:30 村政懇談会 中山① 中山集落開発センター 村長 

28 水 

10:00～12:00 文化財保護審議会 文化会館 教育長、教育課長 

14:00~16:00 文化芸術振興審議会 文化会館 教育長、教育課長 

18:00～20:00 三土会 夕日を見る会 弥彦山頂展望食堂 
副村長、教育長、教育

課長 

19:00～20:30 村政懇談会 上泉① 上泉公会堂 村長 

29 木 

09:30～11:30 中越教育事務所計画訪問 文化会館 教育長、教育課長 

10:00～11:30 県央地区労働者福祉協議会総会 三条市勤労少年ホーム 村長 

13:30～17:00 小中一貫教育研修会 十日町千手中央コミュニティーセンター  教育長 

15:00～17:00 第３７回農業委員会定例総会 弥彦村役場 農業振興課長 

19:00～20:30 村政懇談会 境江① 鴨原公会堂 村長 

全日 久留米記念競輪表敬訪問 久留米競輪 公営競技事務所長 

30 金 

11:00～14:00 諏訪大社大祓い・直会 諏訪大社・さくらの湯 副村長 

12:30～13:10 環境省職員との面会 弥彦村役場 村長 

13:00～ 国保幹事会 自治会館 住民課長 

15:00～20:00 弥彦村役場ＯＢ会 大山 総務課長 

全日 久留米記念競輪表敬訪問 久留米競輪 公営競技事務所長 

※平成 29年 6月 15日現在での予定であり、その後都合により変更となる場合があります。 

取材などされる場合は、事前に弥彦村役場総務課（0256-94-3131）までご確認ください。 


