
【弥彦村 村内行事予定報 ７月１６日号】 

平成 30年７月１６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 

７ 16 月 10:00～11:00 東京新潟県人会納涼まつり ホテル椿山荘 村長 

 17 火 09:00～14:00 二次交通検討会議 県 空港課 観光商工課長 

   09:00～16:30 議会広報委員会 役場委員会室 議会事務局長 

   10:00～12:30 国道 289号建設期成同盟会総会 グランドアーク半蔵門 村長、議長 

   13:00～15:00 外務省訪問 外務省 村長 

   13:10～15:00 
燕・弥彦地域公共交通網形成計画策定

業務委託事業者選定委員会 
燕市役所 総務課長 

 18 水 09:30～10:00 地域おこし協力隊辞令交付式 役場村長室 村長、総務課長 

   10:00～11:30 空き家打合せ会議 役場建設企業課 建設企業課長 

   10:00～17:00 コミュニティスクール研修会 湯沢町公民館 教育長 

   19:00～21:00 村政懇談会 平野・荻野地区 平野公会堂 村長 

 19 木 08:30～17:00 新潟県公民館大会 江南区文化会館 教育課長 

   09:00～10:00 三役会議 役場村長室 村長、教育長、総務課長 

   09:00～16:00 就職説明会受付業務要請 燕三条地場産センター 観光商工課長 

   10:00～10:30 新潟県自転車競技連盟役員来庁 役場村長室 村長 

   13:30～14:30 社会福祉協議会会長・事務局長来庁 役場村長室 村長 

   15:00～16:00 国民健康保険短期証審査会 役場第１会議室 税務課長、住民課長 

   15:30～16:30 地域教育協議会 弥彦小学校 教育長 

   19:00～21:00 村政懇談会 中山地区 中山集落開発センター 村長 

 20 金 11:00～15:00 全輪協理事長訪問他 東京全輪協他 村長 

   14:00～16:00 新潟県道路メンテナンス会議幹事会 新潟国道事務所 建設企業課長 

   16:30～20:00 水稲請負防除事前会議 割烹大山 農業振興課長 

   18:30～20:00 モンゴル派遣中学生説明会 役場別館 教育長、総務課長 

 21 土 08:30～09:00 国体自転車競技新潟県二次予選会 弥彦競輪場 村長、教育課長 

   19:00～20:00 弥彦燈籠まつり照明点検 彌彦神社 観光商工課長 

 22 日     

 23 月 09:00～11:00 三役会議 役場村長室 村長、教育長、総務課長 

   10:00～10:30 タカヨシ社長来庁 役場村長室 村長 

   11:00～11:30 巻税務署長来庁 役場村長室 村長、税務課長 

   11:00～11:30 巻税務署長来庁 役場別館 教育長、教育課長 

   12:00～16:30 にいがた拠点化・活性化検討会議 自治会館 観光商工課長 

 23 月 13:10～14:00 新潟県道路整備協会定期総会 自治会館 村長 

   14:00～14:40 新潟県河川協会定期総会 自治会館 村長 

   14:40～15:30 新潟県治水砂防協会定期総会 自治会館 村長 

   16:30～17:30 臨時教育委員会 役場別館 教育長、教育課長 
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7 23 月 19:00～21:00 村政懇談会 境江地区 鴨原公会堂 村長 

   19:00～21:10 県央地域医療連絡会議 燕三条地場産センター 福祉保健課長 

 24 火 10:00～12:00 県農地部今後の施策に関するキャラバン 新潟地域振興局巻庁舎 農業振興課長 

   11:30～17:30 県町村議長会創立 70周年記念式典 新潟東映ホテル 全議員、議会事務局長 

   13:30～18:30 新潟空港整備推進協議会通常総会 新潟グランドホテル 農業振興課長 

   17:00～21:00 弥彦燈籠まつり前夜祭 彌彦神社他 村長、教育長、全課長 

 25 水 09:00～18:00 弥彦燈籠まつり協賛行事 ヤホール他 
教育長、教育課長、 

観光商工課長他 

   13:30～15:00 後期高齢者担当課長会議 自治会館 住民課長 

   18:00～21:00 弥彦燈籠まつり来賓接待 弥彦地内 村長、教育長、総務課長 

   21:00～24:00 弥彦燈籠神事御神輿渡御供奉 彌彦神社他 村長 

 26 木 09:00～12:00 弥彦燈籠神事還御祭 彌彦神社 村長、観光商工課長 

   09:00～10:00 サマースクール開校式 文化会館 教育長、教育課長 

   14:00～16:00 西蒲原地区管理体制整備推進協議会 西蒲土地改良区 農業振興課長 

   14:00～15:00 三役課長会議 役場第４会議室 村長、教育長、全課長 

 27 金 09:00～16:00 例月出納検査 役場委員会室 議会事務局長他 

   09:00～12:00 月刊にいがた現地取材 大戸生産組合・村長室 村長 

   12:00～16:00 社会同和教育市町村巡回訪問 燕市中央公民館 教育長、総務課長他 

   13:30～15:00 弥彦開設記念競輪参加選手前検挨拶 弥彦競輪場 村長、公営競技事務所長 

   19:00～21:00 村政懇談会 走出地区 走出集会所 村長 

７ 28 土 08:00～11:00 親子料理教室 保健センター 教育長 

   09:00～17:00 弥彦開設記念競輪 弥彦競輪場 村長、公営競技事務所長 

   13:00～18:00 土曜学習 文化会館 教育長 

   18:00～20:00 矢作講中 30周年記念祝賀気 四季の宿みのや 村長 

 29 日 10:00～17:00 弥彦開設記念競輪 弥彦競輪場 村長、公営競技事務所長 

   17:00～20:00 桜井県議在職 15周年を祝う会 燕三条ワシントンホテル 村長、議長 

 30 月 09:00～10:00 三役会議 役場村長室 村長、教育長、総務課長 

   10:00～17:00 弥彦開設記念競輪 弥彦競輪場 村長、公営競技事務所長 

   13:00～16:00 就学支援委員会 役場別館 教育長、教育課長 

   17:00～20:00 弥彦開設記念競輪全国施行者懇談会 四季の宿みのや 村長、公営競技事務所長 

 31 火 09:00～17:00 弥彦開設記念競輪（閉会式） 弥彦競輪場 村長、公営競技事務所長 

   10:00～11:00 農業委員会 役場委員会室 農業振興課長 

   13:30～15:00 ＩＣＴ支援員情報交換会 役場別館 教育長、教育課長 

   19:00～21:00 村政懇談会 川崎地区 川崎集会所 村長 

 


