
【弥彦村 村内行事予定報 １１月１６日号】 

平成 30年 11月 16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 16 金 08:40～13:30 農業再生協議会担当者会議 
ANA クラウンプラザ

ホテル新潟 
農業振興課長 

   14:00～14:30 新潟税務署長来庁 役場税務課 税務課長 

   14:00～15:00 歯科検診打合せ 役場福祉保健課 福祉保健課長 

   14:00～16:30 幼児教育研修 新潟青陵大学 教育長 

   15:00～16:00 経済産業省訪問 経済産業省 村長 

   15:00～16:30 矢川事業調査 現地 建設企業課長 

   18:30～20:30 
駐日モンゴル国特命全権大使就任 

レセプション 

駐日モンゴル国 

大使館 
村長 

 17 土 08:30～12:40 なじらね声かけ運動 役場大ホール 福祉保健課長 

   14:30～16:00 吉田高校・分水高校合同学校説明会 燕市役所 教育長、教育課長 

   15:00～19:00 もぎえだまめ部会反省会 木原鮮魚店 農業振興課長 

   16:00～20:00 燕弥彦ＰＴＡ連絡協議会 燕萬会館 教育長、教育課長 

 18 日 10:00～12:00 新潟県女性財団地域セミナー㏌弥彦 役場第３会議室 総務課長 

   10:10～13:30 
自衛隊新潟地方本部創立 62周年記念 

感謝状贈呈式・祝賀会 
新潟東映ホテル 村長 

 19 月 09:00～10:00 三役会議 役場村長室 村長、教育長、総務課長 

   13:30～15:00 燕・西蒲地区税務協議会幹事会 巻税務署 税務課長 

   14:00～15:00 自衛隊加茂事務所長来庁 役場村長室 村長 

 20 火 終日 小倉競輪場競輪祭表敬訪問 小倉競輪場 公営競技事務所長 

   終日 町村議会議長全国大会 ＮＨＫホール 議会事務局長 

   10:00～12:00 新潟県菊花連盟献花祭・授賞式 彌彦神社 村長、教育長、観光商工課長 

   13:30～14:40 弥彦玉うさぎ会 保健センター 福祉保健課長 

   14:00～14:30 議会運営委員会 役場委員会室 村長、総務課長、議会事務局長 

   15:00～16:30 三役課長会議 役場第４会議室 村長、教育長、全課長 

   16:00～17:30 放課後学習 弥彦中学校 教育長 

 21 水 終日 小倉競輪場競輪祭表敬訪問 小倉競輪場 公営競技事務所長 

   10:00～12:00 国民健康保険第 2回幹事会 自治会館 住民課長 

   13:00～15:00 後期高齢者担当課長会議 自治会館 住民課長 

   14:00～17:00 三条振興局管内担当課長会議 三条地域振興局 農業振興課長 

   14:00～17:00 燕・弥彦総合事務組合定例議会 組合本部 村長、総務課長、建設企業課長 

   17:00～17:30 新潟県自転車競技連盟役員来庁 役場村長室 村長 

   18:30～20:00 第４回ＣＳ準備委員会 役場別館 教育長 



開催日時 

イベント・会議等名称 会場 出席者 
月 日 

曜

日 
時間 

 22 木 08:30～19:30 空き家対策情報交換会 富山県庁 建設企業課長 

   09:00～09:30 中学校ＰＴＡ全国表彰受賞報告 役場村長室 村長、教育長 

   09:30～11:30 小中学校予算ヒアリング 役場別館 教育課長 

   12:00～17:30 新潟県農業委員大会 燕三条地場産センター 農業振興課長 

   13:30～16:30 生涯学習主管課長会議 長岡地域振興局 教育課長 

   13:30～15:00 西蒲原福祉事務組合定例議会 役場議場 
村長、議会事務局長、福祉

保健課長 

   15:00～16:30 燕・弥彦地域公共交通会議 役場大ホール 村長、総務課長他 

 23 金 11:00～13:00 彌彦神社新嘗祭 彌彦神社 教育長 

   11:00～15:00 関西新潟県人会総会・懇親会 大阪 太閤園 村長、観光商工課長 

 24 土 10:00～15:00 京都向日町競輪場視察訪問 京都向日町競輪場 村長、観光商工課長 

   11:00～13:00 彌彦神社初穂講 彌彦神社 教育長 

 25 日 08:30～12:00 歯ッピーフェア 燕市保健センター 福祉保健課長 

 26 月 09:00～09:30 入札 役場第３会議室 総務課長、建設企業課長 

   09:00～16:00 例月出納検査 役場委員会室 議会事務局長 

   10:00～11:00 三役会議 役場村長室 村長、教育長、総務課長 

   15:00～16:00 国税局調査官来庁 役場総務課 総務課長 

   16:00～17:00 定期監査講評 役場委員会室 村長、教育長、全課長 

 27 火 10:00～11:00 臨時校長会 役場別館 教育長 

   13:00～15:30 国民健康保険連携会議 自治会館 住民課長 

   13:00～19:00 地区プロ大会・関東地区施行者会議 前橋競輪場 公営競技事務所長 

   14:00～17:00 
新潟産業創造機構創立 15 周年交流と

感謝の集い 

ANA クラウンプラザ

ホテル新潟 
総務課長 

   17:00～20:00 新潟県町村長懇談会 グランドアーク半蔵門 村長 

 28 水 終日 県央土木振興会視察研修 石川県小松市他 建設企業課長 

   11:00～12:00 長野県青木村村長との打合せ ＮＨＫホール 村長 

   12:00～17:00 全国町村長大会 ＮＨＫホール 村長 

   16:00～17:30 放課後学習 弥彦中学校 教育長 

   17:00～20:00 全国稲門町村長会総会 リーガロイヤル東京 村長 

 29 木 終日 県央土木振興会視察研修 石川県小松市他 建設企業課長 

   10:00～11:00 越後ジャーナルインタビュー 役場村長室 村長 

   12:00～19:00 ミッドナイト競輪連絡協議会 ＪＫＡ 公営競技事務所長 

   18:00～20:00 自衛隊協力会役員会 未定 村長 
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 30 金 09:30～13:30 山じまい式 弥彦山御神廟 観光商工課長 

   10:00～13:20 老人芸能大会 観山荘 村長、教育長、福祉保健課長 

   10:00～11:00 農業委員会 役場委員会室 農業振興課長 

   17:30～20:00 弥彦競輪納会 四季の宿みのや 村長、公営競技事務所長 

 


