
【弥彦村 村内行事予定報 11月 15日号】 

平成 29年 11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 

11 

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、農業振興課長 

19:00～20:00 村政懇談会 美山  村長 

16 木 

08:30～09:30 フォーラム打ち合わせ 別館 教育長 

10:30～11:30 小四弥彦紹介 弥彦神社 教育長 

14:00～15:00 弥彦村除雪会議 大ホール 村長、副村長、総務課

長、建設企業課長 

15:00～20:00 弥彦村区長会・懇談会 大ホール・木原 村長、副村長、教育長他 

17 金 

08:30～10:30 異動会議 燕庁舎 教育長 

10:00～ 国保幹事会 自治会館 住民課長 

10:00～10:30 防衛白書説明  村長 

13:30～20:00 講師対応 小中学校、吉田屋  教育長 

13:30～ 後期高齢者医療 市町村

担当課長会議 

自治会館 住民課長 

14:30～15:30 新潟拠点化・活性化検討市

町村合同会議 

ホテルオークラ新潟 村長 

19:00～20:00 村政懇談会 麓一区  村長 

18 土 

08:30～13:00 第１回弥彦教育フォーラム 弥彦中学校 村長、教育長 

14:00～15:10 寺子屋つばさ100㎞徒歩の

旅 10 周年記念式典 

餞心亭お々乃 村長 

16:00～19:00 燕弥彦 PTA 連合 万会館 教育長 

19 日     

20 月 

09:30～12:00 新潟県菊花展覧会献花

祭・授賞式 

彌彦神社拝殿 村長、副村長、教育長 

13:00～14:00 後期高齢者歯科打ち合わせ  福祉保健課長 

14:00～16:00 重点要望ヒアリング 別館 教育長 

14:00～17:00 上泉区長入院見舞い 長岡日赤病院 村長 

21 火 

09:00～10:00 三役会議 村長室 村長、副村長、教育長 

13:30～15:00 12 月議会提出議案ヒアリング 村長室 村長、副村長、総務課長 

15:00～15:40 燕民主商工会来庁 第４会議室 村長、副村長他 

15:40～17:00 12 月議会提出議案ヒアリング 村長室 村長、副村長、総務課長 

16:10～18:00 新潟市教委へ 新潟市教委 教育長 

17:00～17:30 ㈱プラント 来庁  村長、副村長他 
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22 水 

09:40～11:30 弥彦小児童活動視察 神社 教育長 

12:00～14:00 岸和田競輪場表敬訪問 岸和田競輪場 村長 

13:00～14:00 弥彦学園について 弥彦学園 教育長 

13:00～16:30 新潟県農業委員会大会 燕三条地場産業振興センター 農業振興課長 

14:30～18:00 にいがた川の会 新潟東映ホテル 建設企業課長 

15:30～16:30 奈良競輪場表敬訪問 奈良競輪場 村長 

23 木 

全日 小倉競輪祭表敬訪問 小倉競輪場 公営競技事務所長 

11:00～12:30 新嘗祭・初穂講秋季大祭 彌彦神社 副村長 

11:00～15:00 関西新潟県人会総会・懇親会 大阪市 太閤園 村長 

18:00～20:00 ＣＯＣ＋国際交流事業海

外提携大学歓迎会 

ホテル日航新潟 30

Ｆ鳳凰 

副村長 

24 金 

全日 小倉競輪祭表敬訪問 小倉競輪場 公営競技事務所長 

9:00～9:30 入札 役場 総務課長、建設企業課長 

10:00～12:00 燕・弥彦総合事務組合全員

協・定例議会 

組合本部庁舎 副村長、総務課長、建

設企業課長 

14:00～15:00 観光協会役員会 弥彦村商工会 副村長、観光商工課長 

25 土 
10:00～12:00 昔遊び ふるさと学校 教育長 

13:00～16:00 干支づくり ふるさと学校 教育長 

26 日     

27 月 

09:00～10:00 三役会議  村長、副村長、教育長 

10:00～11:00 安達議員、安達区長来庁 村長室 村長、総務課長他 

13:30～14:30 議会運営委員会 委員会室 村長、副村長、総務課長 

13:30～15:30 新潟県国保連携会議 新潟県警察本部 住民課長 

16:00～17:00 定期監査講評 委員会室 村長、副村長、教育長、他 

19:00～20:00 村政懇談会 峰見  村長 

28 火 

13:00～14:00 宇都宮競輪場表敬訪問 宇都宮競輪場 村長 

13:00～16:50 いのち・愛・人権展 阿賀野市ふれあい会館 住民課長 

13:30～16:00 弥彦競輪テレビ中継プレ

ゼン 

第４会議室 副村長、総務課長、公

営競技事務所長 

17:00～20:10 新潟県町村長懇談会 グランドアーク半蔵

門２F「舞」 

村長 

29 水 

9:30～10:00 保健委員・食推委員共同研修会 保健センター 福祉保健課長 

10:00～13:50 第 44回弥彦村老人芸能大会 観山荘 副村長、教育長、福祉

保健課長 

10:00～11:00 第 6回農業委員会定例総会 役場 農業振興課長 

11:00～14:00 全国町村長大会 NHＫホール 村長 

13:30～15:00 医療介護連携推進合同会議 燕市交流センター 福祉保健課長 

15:30～20:00 固定資産評価審査委員会 役場 総務課長 

16:00～17:30 放課後学習 中学校 教育長 

17:00～20:00 全国稲門町村長会 リーガロイヤルホテ 村長 
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ル東京１Ｆ 

30 木 

14:00～17:00 全国観光地所在町村協議

会総会 

全国町村会館２F ホ

ール 

村長 

13:00～16:00 干支づくり ふるさと学校 教育長 

 


