
【弥彦村 村内行事予定報 11月 1日号】 

平成 29年 11月 1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 

11 

1 水 

09:50～12:00 自治功労者表彰式 大ホール 村長、副村長、教育長他 

10:00～12:00 新潟県森林まつり 彌彦神社 農業振興課長 

13:00～14:00 藤田ファーム打合せ 鏡潟生産組合 総務課長 

13:00～16:00 食推 50周年記念大会 役場 福祉保健課長 

13:30～14:30 当初予算説明会 大ホール 副村長 

15:00～16:00 人事ヒヤリング 自治会館 教育長 

19:00～20:00 村政懇談会 観音寺  村長 

2 木 

11:00～13:00 町村会役員会 自治会館 村長 

13:30-15:30 新潟県町村自治に関する研修会 自治会館 村長他 

16:00～17:30 放課後学習 中学校 教育長 

17:00～20:00 議長会との意見交換会・懇談会 ホテルイタリア軒別館 村長 

3 金 07:00～20:00 笠間市視察 茨城県笠間市 村長、議会事務局長 

4 土 13:00～15:00 モンゴルフェアオープニングセレモニー ヤホール 村長、副村長、教育長他 

5 日 

08:20～12:00 弥彦少年少女バドミントン大会 中学校体育館 教育長 

10:00～16:00 墨田区 The Green Market 東京都墨田区 農業振興課 

13:00～16:30 職員採用２次面接試験 第３会議室 村長、副村長、教育長他 

6 月 
13:00～17:00 齋藤弁護士との打合せ 村長室 村長 

19:00～20:00 村政懇談会 山崎  村長 

7 火 

09:00～10:30 燕・弥彦総合事務組合正副管理者会議 事務組合２階情報連絡室 
村長、総務課長、建設企業

課長 

09:00～11:00 定例校長会 別館 教育長 

10:55～ 関東地区施行者会議 ヤマダグリーンドーム前橋 公営競技事務所長 

11:00～12:00 三役会議 村長室 村長、副村長、教育長他 

13:30～15:00 西蒲福祉事務組合定例議会 役場 
村長、副村長、福祉保健課

長 

13:30～15:30 教育委員会 別館 教育長 

16:30～17:00 鷲尾代議士来庁挨拶 村長室 村長 

19:00～20:00 村政懇談会 中山  村長 

8 水 

終日 弥彦村農業委員会視察研修 山形県 農業振興課長 

10:00～17:00 安全・安心の道づくりを求める全国大会 中央省庁他 村長 

10:30～12:30 土曜学習お礼 国際情報大学 教育長 

13:00～ 国保指導監査 役場 住民課長 

13:20～16:00 学習指導発表会 小学校 教育長 

14:30～ 定期監査 弥彦村役場 公営競技事務所長 

16:00～17:30 放課後学習 中学校 教育長 



2/2 

9 木 

終日 弥彦村農業委員会視察研修 山形県 農業振興課長 

10:00～14:00 取手競輪場・松戸競輪場表敬訪問 取手競輪場・松戸競輪場 村長 

13:00～16:00 人事ヒアリング 長岡地域振興局 教育長 

10 金 

11:00～13:00 まさはる君が行く！ポチたま番組収録 村長室・自宅 村長 

13:00～ 後期高齢者医療意見交換 役場 住民課長 

13:30～14:30 冬期道路交通確保 三条地域振興局 建設企業課長 

14:20～15:10 就学時検診 弥彦小学校 教育長 

16:00～17:10 園長会議 別館 教育長 

11 土 10:00～12:00 県芸展オープニング 県民会館 教育長 

12 日 11:00～15:00 第 36 回東京弥彦村人会 ホテルジュラク 村長、副村長、教育長他 

13 月 

全日 大垣記念競輪表敬訪問 大垣競輪場 公営競技事務所長 

09:00～10:00 三役会議 村長室 村長、副村長、教育長他 

10:00～10:40 国保広域化説明 村長室 村長、副村長 

12:00～19:00 経営支援ＮＰＯクラブ 荻田氏来庁  村長 

13:00～16:30 県町村教育長会 県自治会館 教育長 

16:00～18:00 県人事課  村長 

19:00～20:00 村政懇談会 上泉  村長 

14 火 

全日 大垣記念競輪表敬訪問 大垣競輪場 公営競技事務所長 

9：30～11：00 水道統合協議会 燕市水道局 
村長、副村長、総務課長、

建設企業課長 

10:00～11:00 認定農業者認定審査会 弥彦村役場 農業振興課長 

13:30～16:30 戸籍事務現地指導 役場 住民課長 

13:30～14:00 三条法務局支局長現地指導来庁挨拶  村長室 村長 

13:30～15:00 総合計画策定プロジェクトチーム委員会 第 4会議室 副村長 

19:00～20:00 村政懇談会 矢作  村長 

15 水 

13:30～17:00 新潟地方裁判所口頭尋問 新潟地方裁判所 村長 

16:00～19:00 合同納税表彰式 
産業安全衛生会館・燕市

商工会議所 
副村長 

17:30～19:00 弥彦村猟友会初猟会 矢作集落開発センター 村長 

19:00～20:00 村政懇談会 美山  村長 

 


