
月 日 曜日 始時間 終時間

9:00 10:00 三役課長会議 第４会議室
村長、教育長、政策統

括官、全課長

10:00 11:00
新潟運輸支局長来庁　公共交通と観光につい

て
村長室 村長、総務課長

13:30 15:00 定例教育委員会 別館 教育長、教育課長

13:30 16:30 担い手を応援する運動検討会 トラック会館 農業振興課長

14:30 17:00 燕弥彦広域観光連携会議 燕市役所 観光商工課長

15:00 15:30 高橋新監査委員選任書交付 村長室 村長、総務課長

15:30 17:15 三条地区地方税徴収確保対策連絡会議 三条地域振興局 税務課長

19:00 21:00 村政懇談会：川崎 川崎集会所 村長

13:30 16:00 新潟国道事務所　訪問 新潟国道事務所 村長、総務課長

14:15 16:30 小中一貫教育研修会 田上町交流会館 教育長

11:00 12:00 特別支援懇談 燕市役所 教育長

13:00 15:00 燕三条駅長訪問 燕三条駅 観光商工課長

13:30 17:00 燕・弥彦科学教育センター科学研究発表会 燕・弥彦科学教育センター 教育長

19:00 21:00 村政懇談会：平野・荻野 平野公会堂 村長

10:00 11:30 弥彦村総合計画第２回審議会 大ホール
村長、政策統括官、総

務課長

13:30 15:30 県町村会副町村長会議 自治会館２F町村会役員室 政策統括官

13:45 16:30 心の教育「よい歯の講演会」 小学校、中学校 教育長

5 土 9:30 12:30
日本青年会議所　新潟ブロック協議会　第４

９回ブロック大会燕三条大会

燕三条地場産業振興センターメッセピ

ア
村長

9:00 15:00 弥彦ワールドカップ 中学校
教育長、教育課長、税

務課長、福祉保健課長

10:00 11:00 野外アート開会式 文化会館会談 教育長

9:00 17:00 東京出張 都内 村長

9:30 10:30 保健委員・食生活改善推進委員合同研修会 弥彦村保健センター 福祉保健課長

10:00 17:00 外部監査 第３・４会議室 政策統括官

8:30 17:00 外部監査 第３・４会議室 政策統括官

8:40 17:30 安全運転管理者等講習 三条商工会所会館 総務課長

13:00 15:00 県央圏域農福連携推進会議 三条地域振興局 福祉保健課長

13:00 16:15 農福連携推進会議 三条地域振興局 農業振興課長

13:30 16:30 新潟県町村教育長会研修会 自治会館 教育長

18:30 20:00 ｺﾐｭﾆﾃｭｽｸｰﾙ運営協議会 別館 教育長

9:00 9:30 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 定例校長会 別館 教育長、教育課長

10:00 10:30 燕商工会議所　瀬戸様来庁 村長室 村長

13:30 16:30 第1回人事異動会議 長岡市リリックホール 教育長

15:00 15:30 UX新潟テレビ２１社長来庁 村長室 村長

8:30 23:00 金刀比羅宮例大祭奉祝奉賀行事観覧 琴平町他 政策統括官

11:00 13:00 秋季御神廟祭 御神廟 村長

13:30 16:00 新潟県税務協議会専門委員会 アートホテル新潟駅前 税務課長

16:00 17:00 保育園園長会議 役場別館 教育課長
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19:00 21:00 村政懇談会：山岸 山岸公会堂 村長

8:30 20:00 サテライト姫路他視察 姫路市他 政策統括官

10:00 12:00 金婚を祝う会 彌彦神社から大山 村長、教育長

15:00 16:30 燕・弥彦教頭会 弥彦総合文化会館 教育長

17:30 18:30 農業まつり実行委員会 農協弥彦支店 農業振興課長

全日 全日 寛仁親王牌表敬訪問 前橋競輪場 公営競技事務所長

10:30 14:30 国民文化祭・秋のお神楽鑑賞会 彌彦神社・舞殿
村長、教育長、教育課

長

14:00 17:00 社会教育交流会 弥彦総合文化会館 教育長、教育課長

7:00 8:00 空き缶拾い運動 村内 政策統括官

9:10 10:00 弥彦山フェスティバル２０１９開会式 ヤホール 村長

10:00 12:00 弥彦の丘美術館永吉秀司展オープニング 弥彦の丘美術館 教育長、教育課長

14 月 10:00 23:00 寛仁親王牌レセプション 前橋競輪場 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 11:00 定例教頭会 別館 教育長

19:00 21:00 村政懇談会：観音寺 観音寺公会堂 村長
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