
【弥彦村 村内行事予定報 ８月 16日号】 

平成 30年８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 

８ 16 木 10:30～12:00 二次交通打合せ会 いわむろや 観光商工課長 

 17 金 09:00～11:00 財政健全化決算審査 役場委員会室 議会・総務・建設企業課長 

   16:00～17:00 保育園長会議 役場別館 教育長 

 18 土 08:00～翌日 オールスター競輪表敬訪問 いわき平競輪場 公営競技事務所長 

   12:00～17:00 土曜学習 文化会館 教育長 

   18:00～20:00 新潟薪能 白山神社 教育長 

   18:30～21:00 矢作集落納涼まつり 御新田広場 村長 

 19 日 15:30～17:00 立教大学応援団成果発表会 弥彦体育館 教育長 

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

   09:00～12:00 農地パトロール 村内 農業振興課長 

   10:00～12:00 観光協会正副会長・部会長合同会議 ヤホール 観光商工課長 

   10:30～12:00 県公営競技場暴力排除連絡協議会 四季の宿みのや 村長、公営競技事務所長 

   13:00～18:30 関東カップ選手斡旋依頼 ＪＫＡ 公営競技事務所長 

   13:30～15:00 学校・民生委員児童委員合同懇談会 役場大ホール 教育長、教育課長 

   15:00～20:00 三条地域振興局との意見交換会 役場他・さくらの湯 村長、教育長、全課長 

 21 火 09:00～12:00 農地パトロール 村内 農業振興課長 

   10:00～11:30 本間アドバイザー来庁打合せ 役場 観光商工課長 

   10:30～11:30 燕市弥彦村水道事業統合協議会 燕市役所 村長、総務・建設企業課長 

   12:00～17:00 保護司会再犯防止会議 新潟県庁 住民課長 

   13:30～16:30 理科センター後援会 分水公民館 教育長 

   14:00～16:00 
燕市弥彦村水道事業統合の実施方針

説明会 
燕市水道局 建設企業課長 

   14:00～17:00 山形県飯豊町町長来庁打合せ 役場村長室 村長、総務課長 

 22 水 10:00～11:00 議会運営委員会 役場委員会室 村長、総務課長、議会局長 

   13:30～16:00 燕西蒲原小教研講演会 燕市文化会館 教育長 

   16:00～20:00 県立吉田病院整備基本計画策定委員会 新潟大学病院 福祉保健課長 

 23 木 08:00～25日 議会各委員会合同視察研修 富山競輪場他 全議員、議会事務局長 

 23 木 10:40～11:40 人権政策確立キャラバン 役場会議室 村長、教育長、総務課長他 

 24 金 09:00～10:00 三役課長会議 役場会議室 村長、教育長、全課長 

   11:00～17:00 日本ＰＴＡ全国研究大会新潟大会 燕三条地場産センター 教育長 

   13:00～14:00 日本ＰＴＡ全国研究大会新潟大会 燕三条地場産センター 村長 

   13:30～16:00 サテライト会津運営協議会 競輪場 公営競技事務所 

   14:00～20:00 元国土交通省幹部職員と情報交換会 東京都内 村長 



2/2 

開催日時 

イベント・会議等名称 会場 出席者 
月 日 

曜

日 
時間 

８ 24 金 17:30～18:30 伊勢が濱部屋ふれあい歓迎会挨拶 ヤホール 教育長、観光商工課長 

 25 土 08:00～10:30 伊勢が濱部屋公開朝稽古初日挨拶 彌彦神社相撲場 村長 

   12:00～17:00 土曜学習（閉校式） 文化会館 教育長 

   13:00～16:00 ＥＤＡＭＡＭＥ夏まつり ヤホール 農業振興課長 

   17:00～19:00 商工会納涼まつり ヤホール 観光商工課長 

 26 日 18:30～21:00 伊勢ケ濱部屋激励会 ジオ・ワールド VIP 村長、総務・観光商工課長 

 27 月 08:00～13:00 胎内市教育長との懇談会 胎内市教育委員会 教育長 

   09:00～15:40 例月出納検査 役場委員会室 議会事務局長他 

   09:40～11:00 桜井の里入札立会い 桜井の里 福祉保健課長 

   13:30～14:00 伊勢が濱部屋保育園慰問 弥彦保育園 教育長 

   14:00～16:00 弥彦小学校児童奉納相撲大会 彌彦神社相撲場 教育長 

   14:30～17:30 西蒲原地区広域土地改良事業推進協議会 西蒲原土地改良区 農業振興課長 

   16:00～17:00 平成 29年度会計決算審査講評 役場委員会室 村長、教育長、全課長 

   17:00～19:00 相撲節会直会 四季の宿みのや 教育長 

   18:00～21:00 細田健一国政報告会 燕三条ワシントンホテル 村長 

 28 火 08:00～11:00 伊勢が濱部屋公開朝稽古終了挨拶 彌彦神社相撲場 村長 

   10:00～12:00 小学校工程会議 弥彦小学校 教育課長 

   13:00～14:00 三役会議 役場村長室 村長、教育長、総務課長 

 29 水 09:30～16:30 安全運転管理者等講習 三条商工会議所会館 総務課長 

   09:30～12:00 シルバー人材センター理事会 サンビレッジ弥彦 観光商工課長 

   12:30～17:00 国民年金事務説明会 三条年金事務所 住民課長 

   18:00～20:00 観光ボランティア定例会 お宿だいろく 観光商工課長 

 30 木 10:30～16:00 県町村議長会広報研修会 自治会館 議会広報委員、事務局長 

   13:30～20:00 県町村会役員会・懇談会 関川村役場他 村長 

 31 金 10:00～11:00 農業委員会 役場委員会室 農業振興課長 

   11:00～12:00 
スワロー号・おでかけきららん号 

「ご利用感謝デー」 
燕市役所 村長 

   15:00～17:00 中越よつば林業振興連絡協議会 長岡 魚藤 農業振興課長 

   13:30～15:30 国民健康保険連携会議 自治会館 住民課長 

   19:00～20:00 ワールドカップ抽選会 文化会館 教育課長 

 


