
【弥彦村 村内行事予定報 5月 15日号】 

平成 29年 5月 15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 

5 

15 月 

10:00～12:00 臨時議会・全員協議会 弥彦村役場 村長、副村長 

15:00～17:00 観光協会理事会 弥彦村商工会 副村長 

16:00～17:00 臨時区長会 弥彦村役場 
村長、総務課長、建設企業

課長 

全日 宇都宮記念競輪表敬訪問 宇都宮競輪場 公営競技事務所長 

16 火 

13:00～15:00 在宅医療介護連携推進会議 弥彦村役場 福祉保健課長 

13:30～15:00 西蒲地区交通安全協会通常理事会 西蒲地区交通安全センター 村長 

全日 宇都宮記念競輪表敬訪問 宇都宮競輪場 公営競技事務所長 

17 水 

09:30～11:30 社会福祉協議会役員会 ふれあいプラザ 福祉保健課長 

10:00～11:00 除雪対策会議 弥彦村役場 
村長、総務課長、建設企業

課長 

10:00 ～

11:00 
県央農業振興会議通常総会 燕三条地場産業振興センター  副村長 

13:30～

15:30 
副村長会議 自治会館 副村長 

15:00～ ミッドナイト競輪連絡協議会総会 全輪協 公営競技事務所長 

18 木 

10:00～11:30 県央土木振興会総会 おゝ乃 村長、建設企業課長 

10:00~20:00 県町村教育長会 阿賀町 教育長 

14:00～16:00 県央食品衛生協会弥彦支部定期総会 弥彦村商工会館 福祉保健課長 

18:00～20:00 燕・弥彦倫理法人会「倫理経営講演会」 四季の宿みのや 村長 

全日 函館記念競輪表敬訪問 函館競輪場 公営競技事務所長 

19 金 

07:00～14:00 県町村教育長会 阿賀町 教育長 

10:00～11:00 第 37 回弥彦村ゲートボール大会 サンビレッジゲートボール場  村長 

12:30～16:00 
道路整備促進期成同盟会全国大会・要望

活動 

砂防会館別館シェーンバッ

ハ・サボー 
副村長 

14:00～15:00 弥彦村防犯組合総会・防災会議 弥彦村役場 村長、総務課長他 

15:00～17:00 弥彦村区長会 弥彦村役場 村長、教育長他 

全日 函館記念競輪表敬訪問 函館競輪場 公営競技事務所長 

20 土 
08:30～16:00 小学校運動会 弥彦小学校 村長、副村長、教育長 

17:30～20:00 弥彦村交通安全協会定期総会 上州苑 村長、総務課長 

21 日 13:30～16:00 新発田市市制施行 70 周年記念式典 新発田市民文化会館 副村長 

22 月 

13:00～14:00 東京弥彦村人会役員表敬訪問 弥彦村役場 村長 

16:00～17:00 弥彦サイクリングパーク理事会 弥彦村役場 
村長、教育長、教育課長、

公営競技事務所長 

23 火 09:30～10:00 保健委員研修会 弥彦村役場 福祉保健課長 



2/2 

15:00～17:00 越のかがやき米改良協会総会 大山 農業振興課長 

16:00～

17:00 
社会教育委員会議 文化会館 教育長、教育課長 

18:30～

20:00 
弥彦村商工会通常総代会・懇親会 上州苑 副村長 

24 水 

10:00~11:00 議会運営委員会 弥彦村役場 村長、副村長他 

13:30~17:00 弥彦村教職員協議会 弥彦小学校 教育長、教育課長 

18:00～20:00 弥彦村小中連携協議会懇親会 大山 村長、副村長、教育長他 

25 木 

10:00～11:30 県央基幹病院道路環境整備促進期成同盟会  ジオ・ワールド VIP 村長、建設企業課長 

13:00～14:30 弥彦村総合戦略会議 弥彦村役場 村長、副村長、教育長他 

15:00～16:00 保護司会サポートセンター開所式 西蒲区西川出張所 村長 

16:00～17:30 新潟西蒲・南地区保護司会定期総会 西蒲区西川出張所 村長 

26 金 

09:00～10:00 入札 弥彦村役場 総務課長 

11:00～12:00 燕・弥彦地域公共交通会議 燕市役所 村長、総務課長、建設企業課長  

13:00～15:30 国民健康保険連携会議 県庁 住民課長 

27 土 

10:00～12:00 宮城・真展オープニング 弥彦の丘美術館 教育長 

10:00～16:30 Komachi Fes! 新潟市産業振興ｾﾝﾀｰ 観光商工課 

11:00～14:00 首都圏えちご蒲原会 上野東天紅 村長 

14:30～16:30 創画会 70 周年記念美術館内覧会 コミュニティーセンター 副村長、教育長 

28 日 
09:00～13:00 新潟県自転車競技ロードレース弥彦大会  弥彦けいりん会館 村長、副村長、教育長他 

10:00～16:30 Komachi Fes! 新潟市産業振興ｾﾝﾀｰ 観光商工課 

29 月 

10:00～12:00 燕・弥彦総合事務組合臨時議会 燕・弥彦総合事務組合 村長、総務課長他 

14:00～15:00 新潟西蒲・南地区協力事業主会総会 巻ふれあい福祉センター 副村長 

16:00～18:00 井上優モンゴル絵画展オープニング式典  知足美術館 村長 

16:00～17:00 弥彦サイクリングパーク評議員会 弥彦村役場 
教育長、教育課長、公営競

技事務所長 

30 火 

11:00～12:00 中越地域治山林道協会通常総会 見附市役所 副村長 

11:20～16:40 日本水道協会役員会・総会 ホテルニューオータニ長岡 建設企業課長 

13:30～15:00 西蒲地区連合防犯協会定例総会 西蒲地区交通安全センター 村長 

13:30～16:00 深めよう絆県民会議 新潟県自治会館 教育長 

31 水 

09:00～12:00 燕市・弥彦村水道事業広域化首長会議 燕市役所 
村長、副村長、総務課長、

建設企業課長 

10:00～11:30 第３６回農業委員会定例総会 弥彦村役場 農業振興課長 

17:30～20:00 燕弥彦 PTA 連絡協議会 燕三条ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ 村長、教育長 

※平成 29 年 5 月 15 日現在での予定であり、その後都合により変更となる場合があります。 

取材などされる場合は、事前に弥彦村役場総務課（0256-94-3131）までご確認ください。 


