
村内行事予定表

月 日 曜日 始時間 終時間

9:00 10:00 入札 第３会議室 総務課長、建設企業課長

9:30 11:00 R4年度社会教育事業（公民館事業）企画会議 文化会館 教育課長

13:00 17:00 県町村教育長会 県自治会館 教育長

9:45 11:00 小学校学習発表会 弥彦小学校 村長、副村長、教育長

14:00 14:55 中学校合唱コンクール 弥彦中学校 村長、副村長、教育長

17 日

7:00 7:30 疫病退散祈願 彌彦神社 副村長

9:00 9:30 選挙管理委員会 第４会議室 総務課長

13:30 15:00 ICT教育情報交換 燕市役所 教育長

10:00 11:30 第2回ｽｸｰﾙｻﾎﾟｰﾀｰ打合せ 文化会館 教育長

17:00 18:00 選挙管理委員会　氏名掲示順序決定のくじ 第４会議室 総務課長

9:45 10:00 彌彦神社周辺の信号機清掃等に伴う開会式 挨拶
弥彦村営第４駐車

場
村長、総務課長

10:00 11:00 枝豆管理運営委員会 別館 農業振興課長

11:00 12:00 三役会議 村長室
村長、副村長、教育長、総務

部長、総務課長

13:00 14:00 北陸農政局県拠点来訪 役場 農業振興課長

14:20 15:20 寬仁親王牌　挨拶 弥彦競輪場 村長

15:00 16:00 食物アレルギー研修会 別館 教育課長

16:00 17:00 教職員組合予備交渉 別館 教育課長

9:00 12:00 小中連携英語研修 弥彦中学校 教育長

9:00 17:00 寬仁親王牌 弥彦競輪場 村長、副村長

9:00 11:00 モンゴル現代絵画展オープニング 弥彦の丘美術館
村長、副村長、教育長、教育

課長

15:00 16:30 就学時健康診断 弥彦小学校 教育長

15:30 18:45
知事と市町村長との懇談会（新潟・三条・佐渡

ブロック）　意見交換会

ホテルオークラ新

潟
村長

9:00 17:00 寬仁親王牌 弥彦競輪場 村長、副村長

13:00 16:30 総合事務組合消防職員採用面接 燕・弥彦消防本部 総務部長

24 日 9:00 17:00 寬仁親王牌 弥彦競輪場 村長、副村長

7:00 7:30 疫病退散祈願 彌彦神社 村長

9:00 10:00 三役会議 村長室
村長、副村長、教育長、総務

部長、総務課長

10:00 11:00 令和４年度 予算編成説明会 別館 総務部長、総務課長

10:00 12:00 枝豆料理コンテスト　書類審査 役場 農業振興課長

12:00 17:00 新潟県地方税徴収機構班会議 三条地域振興局 税務課長

13:30 15:00 伊彌彦米奉納式 彌彦神社
村長、副村長、総務部長、農

業振興課長

13:00 16:00 R4人事異動ヒアリング 中越教育事務所 教育長

8:50 16:50 防火管理講習 燕市分水公民館 総務課長

9:00 11:30 村内人事ﾋｱﾘﾝｸﾞ 別館 教育長

11:40 12:00 県知事表敬訪問 県庁 村長、観光商工課長

15:00 17:30 看護協会常任委員会 三条東公民館 健康推進課長

16:00 17:30 第2回学校運営協議会 文化会館 教育長、教育課長

8:50 16:50 防火管理講習 燕市分水公民館 総務課長

9:30 10:30 どんぐり拾い（ひかり保育園） 弥彦公園 教育長

10:00 11:00 オリパラ役員会 村長室 村長

10:50 11:50 水沼選手講演 弥彦中学校 教育長、教育課長

13:30 14:00 戸籍現地指導　法務局三条支局長　挨拶 村長室 村長、住民課長

16:30 18:00 弥彦公園完成式 弥彦公園
村長、副村長、総務部長、観

光商工課長

10:30 11:15 小学４年生・６年生講師 弥彦小学校 村長、教育長

12:00 17:30 児童福祉等取り組みに関する視察 出雲崎町・田上町
教育長、総務部長、総務課

長、教育課長、健康推進課長

17:00 18:00 選挙管理委員会　開票立会人の決定のくじ 第４会議室 総務課長

9:00 10:00 入札 第３会議室 総務課長

9:00 10:00 例月出納検査 議長室 建設企業課長

10:00 15:30 寛仁親王牌　開催お礼挨拶（競輪３団体） 東京 村長、公営競技事務所長

9:00 10:00 選挙管理委員会　選挙人名簿前日抹消 第４会議室 総務課長

9:30 11:30 読み聞かせイベント 公民館図書室 教育長

11:30 12:30 小・中学生ﾜｸﾁﾝ集団接種（２回目）見学 ｻﾝ・ﾋﾞﾚｯｼﾞ弥彦 教育長

31 日 9:00 12:00
枝豆料理コンテスト審査会

（動画撮影）
観山荘 農業振興課長
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