
月 日 曜日 始時間 終時間

8:50 12:00 弥彦村成人式 彌彦神社・弥彦総合文化会館
村長、教育長、教育課

長

全日 全日 オールスター競輪表敬訪問 名古屋競輪場 公営競技事務所長

16 金 9:00 10:00 財政健全化比率判断監査 委員会室 総務課長

17 土 17:30 21:00 第２９回新潟薪能 白山神社 村長、教育長

18 日

7:00 23:00 競輪３団体（JKA・全輪協・選手会）挨拶 東京 村長

9:00 9:30 事故防止会議 弥彦競輪場 公営競技事務所長

13:30 16:00 「けやきの会」競輪事業勉強会 弥彦競輪場 公営競技事務所長

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

9:30 11:00 農地パトロール 弥彦村内 農業振興課長

10:30 11:00 燕三条青年会議所理事長様来庁 村長室 村長

13:30 15:00 保・小連携会議 役場別館 教育長、教育課長

16:00 17:00 園長会議 役場別館 教育長、教育課長

19:00 20:30 村政懇談会：弥彦 地域交流センター 村長

10:00 11:30 小・中連携英語部会 役場別館 教育長

10:00 11:30 JAえちご上越 枝豆施設視察 JAえちご上越 農業振興課長

13:30 15:00 再任用希望者面接 村長室 村長、総務課長

15:30 16:30 総合計画プロジェクト会議 第３会議室 政策統括官、総務課長

7:30 17:00
国道２８９号線建設期成同盟会総会及び事

業説明会
グランドアーク半蔵門 村長、総務課長

13:30 15:00 森林譲与税の打ち合わせ 長岡地域振興局 農業振興課長

19:00 20:30 村政懇談会：麓一区 麓一区集落開発センター 村長

全日 全日 課長級研修 新潟県自治研修所 公営競技事務所長

8:30 22:00 東京出張 村長

10:30 11:30 人権キャラバン来庁 第4会議室
教育長、教育課長、住

民課長

全日 全日 伊勢ヶ濱部屋　夏合宿 弥彦村内 観光商工課長

全日 全日 課長級研修 新潟県自治研修所 公営競技事務所長

8:00 22:00 自衛隊東富士演習 村長

13:30 16:00
つばめ・やひこ医療・福祉・介護フォーラ

ム2019
燕市文化会館 政策統括官

17:00 19:00 商工会納涼まつり ヤホール 政策統括官

全日 全日 伊勢ヶ濱部屋　夏合宿 弥彦村内 観光商工課長

18:30 20:30 伊勢ケ濱部屋激励会 三条ジオワールドVIP 政策統括官

全日 全日 伊勢ヶ濱部屋　夏合宿 弥彦村内 観光商工課長

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 10:20 信濃川河川事務所長様　着任挨拶 村長室 村長

10:30 11:30 国民文化祭第２回弥彦村実行委員会 文化会館
村長、教育長、教育課

長

15:00 15:40 西蒲原地区管理体制整備推進協議会 西蒲原土地改良区事務所 農業振興課長
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15:40 17:00 西蒲原地区広域土地改良事業推進協議会 西蒲原土地改良区事務所 農業振興課長

16:00 16:40 決算審査講評 委員会室
村長、教育長、政策統

括官、全課長

10:00 12:00 ９月議会　議会運営委員会 委員会室
村長、政策統括官、総

務課長

13:30 14:30 三役課長会議 第４会議室
村長、教育長、政策統

括官、全課長

19:00 20:30 村政懇談会：走出 走出集会所 村長

9:00 12:00
県央基幹病院　道路等環境整備促進期成同

盟　要望
県庁 村長

13:00 16:30 越佐にんげん学校 燕市文化会館 教育長

11:00 14:00 サテライト新潟地元説明会 湖南会館 公営競技事務所長

15:00 20:00 三条地域振興局との意見交換会 弥彦村内
村長、教育長、政策統

括官、全課長

9:00 9:30 入札 総務課長

10:00 11:00 第26回弥彦村農業委員会定例総会 役場 農業振興課長

10:00 未定 「西川を創る会」総会の開催について 西蒲区役所３０２会議室 建設企業課長

13:10 17:00 県町村会役員会 粟島浦村役場 村長

18:30 19:30 国保運営協議会 第4会議室 住民課長、税務課長

31 土 17:30 20:00 弥彦芸妓協同組合　納涼祭 櫻家 政策統括官
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