
月 日 曜日 始時間 終時間

10:00 11:00 北陸農政局新潟県拠点訪問 新潟市 村長、総務課長

12:30 17:00 先端設備情報連絡会議 県央地場産センター 観光商工課長

13:00 13:20 鳥取県日南町議会行政視察　歓迎挨拶 議場 村長、総務課長

13:00 15:30 社会を明るくする運動 岩室中学校 住民課長

14:00 16:30 第４３回プレス安全大会 産業安全衛生会館 政策統括官

14:30 15:30 記念競輪確認事項打合せ 弥彦競輪場 公営競技事務所長

16:00 17:00 三役課長会議 第４会議室
村長、教育長、政策統

括官、全課長

8:30 20:00 埼玉県庁　競輪関係出張 埼玉県庁
村長、公営競技事務所

長

9:30 11:00 伊彌彦米ふるさと納税協力会打ち合わせ 弥彦村役場 農業振興課長

10:00 11:30 保育園合同観劇会 弥彦保育園 教育長

16:30 17:30 もぎえだまめ出荷研修会 大山鮮魚店 農業振興課長

8:00 23:59 農家組合長 地区活動委員 合同視察研修 山形県内 農業振興課長

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

9:00 9:10 選挙管理委員会 第１会議室 総務課長

10:00 10:40 中越地域治山林道協会総会 燕市役所 村長

11:00 11:30 商工会婦人部　歓迎挨拶 神社拝殿 村長

13:30 17:00 中学校区サポート会議 弥彦小学校 教育長、教育課長

18:00 21:00 三土会　夕陽を見る会 ロープウェイ 村長、教育長

0:00 16:00 農家組合長 地区活動委員 合同視察研修 山形県内 農業振興課長

8:30 17:00 就職校合同訪問 燕市、三条市、西蒲区巻の学校 観光商工課長

9:30 17:30 前橋市役所　競輪関係出張 前橋市役所
村長、公営競技事務所

長

10:30 12:00 小学校菊づくり定植作業 弥彦小学校 教育長、教育課長

11:00 16:00 参議員選挙選管書記長会議 県庁西回廊講堂 総務課長

14:30 16:30
新潟県戸籍住民基本台帳

事務協議会

柏崎市文化会館アルフォーレマルチ

ホール
住民課長

16:30 17:00 「県央医師会応急診療所」現況報告会 餞心亭おゝ乃 福祉保健課長

19:00 20:30 村政懇談会：峰見 公民館矢作支館 村長

19:10 20:30 県央医師会応急診療所　現況報告会 餞心亭おゝ乃 政策統括官

9:30 11:00 定例校長会 別館 教育長、教育課長

13:30 15:00 西蒲地区連合防犯協会総会
西蒲地区交通安全協会交通安全セン

ター
総務課長

16:00 17:00 保育園園長会議 役場別館 教育長、教育課長

全日 全日 小松島記念競輪表敬訪問 小松島競輪場 公営競技事務所長

10:00 11:00 子育て講座 二松保育園 教育課長

13:00 15:00 第1回土曜学習 文化会館 教育長

全日 全日 小松島記念競輪表敬訪問 小松島競輪場 公営競技事務所長

7 日

8:30 17:00 宇都宮市役所　競輪関係出張 宇都宮市役所
村長、公営競技事務所

長

13:30 15:00 定例教育委員会 役場別館 教育長、教育課長
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17:00 20:30 新潟県自衛隊協力会令和元年度定期総会 ANAクラウンプラザホテル新潟 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

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 15:00 放課後児童クラブ主任会議 役場別館 教育長、教育課長

14:00 18:00 新潟空港整備協議会総会 ホテル日航新潟 観光商工課長

18:00 18:30 燈籠まつり　煙火契約 山本館 村長

19:00 20:30 村政懇談会：矢作 矢作集落開発センター 村長

10:00 11:30 講演会 二松保育園 教育長

11:00 12:00 弥彦神社交通安全公講 弥彦神社 政策統括官

13:30 15:30 ナイター競輪施行者連絡協議会 フクラシア品川 公営競技事務所長

14:00 16:30 燕・弥彦科学教育センター研修会 燕市立吉田小学校 教育長

15:30 17:00 ミッドナイト競輪施行者連絡協議会 フクラシア品川 公営競技事務所長

8:00 17:00 東京から移動 村長

9:30 11:00 定例教頭会 役場別館 教育長

13:30 14:00 日本トーター社長応対 弥彦競輪場 公営競技事務所長

13:30 15:30 無電柱化説明会 新潟美咲合同庁舎 観光商工課長

19:00 20:30 村政懇談会：美山 公民館矢作支館 村長

8:00 16:30 青木村図書館視察 長野・青木村 教育長

9:30 10:00 全員協議会 委員会室
村長、政策統括官、総

務課長

10:00 10:30 臨時議会 議場

村長、政策統括官、総

務課長、建設企業課

長、福祉保健課長

13:10 16:20
新潟県道路整備協会・河川協会・治水砂防

協会定期総会
自治会館 村長

13 土 9:30 11:30 丹羽芝水展オープニング 美術館 教育長

14 日

15 月 10:30 18:00 東京新潟県人会　令和元年納涼まつり ホテル椿山荘東京　バンケット棟５階 村長
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