
月 日 曜日 始時間 終時間

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 村長

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 16:00
燕弥彦インバウンドプロモーション事業プ

レゼン
燕市役所 観光商工課長

10:00 17:30 文科省教育アドバイザー来村 保育園、小学校 教育長

13:00 14:00 霜山株式会社　来庁 村長室 村長

10:00 11:00 商工会　婦人部長　来庁 村長室 村長、観光商工課長

14:00 15:00 記念競輪応援職員打合せ 弥彦競輪場 公営競技事務所長

15:40 16:30
新潟県市町村総合事務組合令和元年度第１

回議会定例会
自治会館 村長

17:30 20:00 社会教育委員会 山本館 教育長

19:00 20:30 村政懇談会：境江 鴨原公会堂 村長

13:00 16:00 新潟県コミュニティ・スクール研修会 新井ふれあい会館 教育長

13:00 17:00 外部監査 委員会室 政策統括官

15:30 19:00 知事と市長村長とのブロック別意見交換会 餞心亭おゝ乃
村長、総務課長、農業

振興課長

8:30 13:30

「発達障害者支援体制整備検討委員会」

「特別支援教育総合推進事業運営協議会」

第1回合同会議

新潟県自治会館 福祉保健課長

9:00 17:00 外部監査 委員会室 政策統括官

10:00 11:30
令和元年度第１回新潟県道路メンテナンス

会議の開催
自治会館１階講堂 建設企業課長

10:15 15:20 新潟県公民館大会 新発田市民文化会館 教育課長

12:30 18:30 新潟県市町村教育委員会連合会総会 大観荘せなみの湯 教育長

13:30 14:30 JAFとの観光協定締結式 村長室 村長、観光商工課長

15:00 16:00 選挙事務従事者説明会 第４会議室 総務課長

18:30 19:30 佐藤のぶあき　新潟総決起集会 新潟県民会館 村長

19:00 20:00 弥彦村スポーツ少年団総会 弥彦体育館 政策統括官

20 土 13:00 15:00 土曜学習③ 文化会館 教育長

21 日 6:00 23:00 参議院議員選挙従事 大ホール等 全課長

22 月

23 火 15:00 16:00 臨時教育委員会 別館 教育長、教育課長

14:30 14:40 ふるさとカップ開催式挨拶 競輪場選手控室 村長

15:00 15:10
ふるさとカップ　日刊紙記者・専門紙記者

挨拶
競輪場　報道記者席 村長

16:00 22:30 燈籠まつり前夜祭 大字弥彦 観光商工課長

16:30 21:00 県央地域救急医療連絡協議会作業部会 リサーチコア 福祉保健課長

18:30 18:40 燈籠まつり　民謡ながし挨拶 神社拝殿前 村長

20:00 20:10 燈籠まつり前夜祭イベント　挨拶 ヤホール 村長

9:00 13:00 燈籠駅伝・燈籠まつり 神社等 教育長

9:00 23:30 燈籠駅伝・燈籠まつり 大字弥彦 全課長

17:10 19:30 ふるさとカップ　施行者情報交換会 みのや 村長
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月 日 曜日 始時間 終時間

開催日時
出席者会場イベント・会場等名称

全日 全日 弥彦記念競輪 弥彦競輪場 公営競技事務所長

9:00 9:30 入札 第３会議室 総務課長

9:00 12:00 燈籠まつり　還御祭 彌彦神社　社務所 村長、観光商工課長

14:00 15:00 西蒲原地区管理体制整備推進協議会 西蒲原土地改良区 農業振興課長

16:30 17:00 むし歯予防全国大会第1回実行委員会 新潟県歯科医師会館 福祉保健課長

全日 全日 弥彦記念競輪 弥彦競輪場 公営競技事務所長

27 土 全日 全日 弥彦記念競輪 弥彦競輪場 公営競技事務所長

16:30 17:00 ふるさとカップ　表彰式及び閉会式 競輪場 村長

全日 全日 弥彦記念競輪 弥彦競輪場 公営競技事務所長

13:30 15:00 第１回就学支援委員会 役場別館 教育長、教育課長

15:00 17:10
これからの新潟の道づくりを考える意見交

換会の開催
ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟 建設企業課長

30 火 13:00 17:00
県央基幹病院　道路等環境整備促進期成同

盟　中央要望
都内 村長

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 10:30 統合浄水場公募概要説明 村長室
村長、政策統括官、総

務課長

10:00 11:00 第25回弥彦村農業委員会定例総会 弥彦村役場 農業振興課長

15:00 17:00 子ども子育て会議 別館
教育長、教育課長、福

祉保健課長

19:00 20:30 村政懇談会：中山 中山集落開発センター 村長

モンゴル国エルデネ村友好訪問団交流 都内、村内、粟島浦村
村長、教育長、政策統

括官、教育課長
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