
【弥彦村 村内行事予定報 9月 15日号】 

平成 29年 10月 13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 

10 

15 日 

8:20～10:00 防災訓練 弥彦村役場 村長、副村長他 

10:00～12:00 防災フェア 弥彦中学校 村長、副村長他 

17:50～20:00 自衛隊家族会北関東地域協議

会総会 

岩室温泉ゆもとや 村長 

16 月 

8:40～19:00 エルデネ村訪問団出迎え 成田空港 総務課長、教育課長 

10:00～12:00 金婚を祝う会 彌彦神社・大山 村長、副村長 

19:30～20:00 エルデネ村訪問団歓迎会 名代屋 村長、副村長、総務

課長、教育課長 

17 火 

8:30～19:00 エルデネ村訪問団応対  総務課長 

8:50～13:00 高齢者スポーツ大会 サンビレッジ弥彦 福祉保健課長 

9:00～9:30 エルデネ村訪問団来庁応対 村長室 村長、副村長、教育長他 

9:30～10:00 高齢者スポーツ大会開会式 サンビレッジ弥彦 村長 

10:00～11:00 除雪対策会議 第４会議室 村長、副村長他 

13:00～17:00 学校施設整備会議 自治会館 教育課長 

14:30～16:00 観光協会臨時総会 弥彦村商工会 村長、副村長他 

19:00～20:00 村政懇談会 川崎 川崎集会所 村長 

18 水 

00:00～24:00 第９回人材派遣研修 内閣府 副村長 

8:30～19:00 エルデネ村訪問団応対  教育課長 

9:30～10:00 東北電力信号機清掃等開会式挨拶 第 4駐車場 総務課長 

13:30～15:00 キッズ主任会議 役場別館 教育課長 

14:00～14:30 指名審査会 役場 総務課長 

17:30～19:00 認知症サポーター養成講座 役場 福祉保健課長 

18:00～19:00 ホームステイ受入れ家族との面談 名代家 総務課長、教育課長 

19 木 

8:30～16:00 エルデネ村訪問団応対  総務課長 

11:00～16:00 区長会研修旅行合流移動 箱根 村長 

12:00～17:20 町村教育長会 県自治会館 教育長 

13:00～16:00 合同相談 役場 住民課長 

16:00～18:00 エルデネ村と弥彦モンゴル友

好協会交流会 

文化会館 村長、総務課長 

16:00～19:30 吉田病院整備計画委員会 新潟大学附属病院 副村長、福祉保健課長 

20 金 
15:00～15:30 選挙管理委員会 役場 総務課長 

18:30～20:00 エルデネ村訪問団応対  村長、副村長、教育長他 

21 土 

8:20～9:00 エルデネ村訪問団見送り 役場 村長、副村長、教育長他 

9:00～20:00 エルデネ村訪問団見送り 東京都内 副村長 

9:00～9:10 選挙管理委員会 役場 総務課長 
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9:30～14:30 消防職員採用第２次面接試験 消防本部 総務課長 

22 日 

7:00～18:30 エルデネ村訪問団見送り 都内～成田空港 副村長 

7:00～20:00 衆議院議員選挙投票日 役場 総務課長他 

14:00～16:00 豊かな弥彦村を創る会定期総会 文化会館小ホール 村長 

23 月 
10:00～12:00 公募展審査 コミュニティセンター 教育長、教育課長 

19:00～20:00 村政懇談会 走出 走出集会所 村長 

24 火 

9:00～10:00 三役会議  村長、副村長、教育長 

16:00～17:20 第２回保小中特支委員会 別館 教育長 

19:00～20:00 三師会交流会 燕三条ワシントン

ホテル 

村長 

25 水 

13:30～15:00 介護保険等検討委員会 役場 福祉保健課長 

15:00～20:00 新潟県副村長会議・懇親会 新潟グランドホテ

ル 

副村長 

19:00～20:00 村政懇談会 境江 鴨原集会所 村長 

26 木 

13:30～16:20 中越地区人権教育・同和教育

推進懇談会 

十日町コミュニテ

ィセンター 

住民課長 

19:00～20:00 村政懇談会 井田 井田公会堂 村長 

27 金 

10:00～10:45 県知事への菊贈呈 新潟県庁秘書課 村長 

13:30～16:00 水道連絡調整会議 燕市役所 建設企業課長 

15:00～15:30 国税庁課税一部次長来庁  村長 

19:00～20:00 村政懇談会 平野  村長 

28 土 
9:00～16:00 弥彦中学校創立７０周年 弥彦中学校 村長、副村長、教育長他 

18:00～20:00 弥彦中学校創立 70周年記念祝賀会 四季の宿みのや 村長、副村長、教育長他 

29 日 

7:00～8:30 空き缶拾い運動 ヤホール 村長 

7:00～8:30 空き缶広い運動 サンビレッジ弥彦 副村長 

7:00～8:30 空き缶拾い運動 役場 教育長 

9:30～12:00 「弥彦を描く」公募展開場

式・授賞式 

コミュニティセン

ター 

村長、教育長、教育課長 

9:30～12:00 農業まつり～ふるさと弥彦秋

まつり～ 

農村環境改善セン

ター 

農業振興課長 

30 月 

9:00～10:00 三役会議  村長、副村長、教育長他 

11:00～12:00 長島忠美前衆議院議員お別れ

の会 

ホテルニューオー

タニ長岡 

村長 

18:00～20:00 篠田氏・長谷川氏 北極星勲

章授賞を祝う会 

ホテル日航新潟４

F朱鷺の間 

村長 

31 火 

9:00～10:00 三役課長会議 第４会議室 村長、副村長、教育長 

10:00～11:30 第５回農業委員会定例総会 弥彦村役場 農業振興課長 

13:00～20:00 地方創生研修会・懇親会 県庁西回廊大会議室 副村長 

15:00～16:00 新潟県高校駅伝競走大会開会

式 

サンビレッジ弥彦 村長 
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