
月 日 曜日 始時間 終時間

9:00 9:30 選挙人名簿登録 第１会議室 総務課長

9:30 10:30 三役会議 村長室
村長、教育長、政策統

括官、総務課長

10:00 12:00 燕・弥彦広域連携会議総会 燕市役所 観光商工課長

13:00 18:00 全県教育長会 自治会館 教育長

8:30 12:00 教委会 新潟市教育委員会 教育長

13:30 15:00 弥彦玉うさぎ会総会 弥彦村役場 福祉保健課長

17:30 20:00 懇親会 新潟市教育委員会 教育長

18:00 21:00 小中学校長との懇親会 村内 教育課長

9:00 9:30 けいりん会館避難訓練 けいりん会館 斎藤所長

11:00 13:00 県町村会役員会 自治会館 村長

12:00 21:00
中越管内生涯学習・社会教育

関係主管課長会議
長岡市地域振興局 教育課長

13:00 13:30 道路整備協会監査 自治会館 村長

13:30 16:00
信濃川駐留及び魚野川大規模

反乱に関する減災対策協議会

長岡市消防本部４Ｆ

研修室
政策統括官

14:00 17:00 総務省他業務打合せ 東京都内 村長

14:30 16:00 郡市小教研総会 弥彦小学校 教育長

16:00 17:00 地区税務協議会総会 巻税務署 税務課長

15:10 15:40 管理棟避難訓練 弥彦競輪場 斎藤所長

19:40 21:00 燕・弥彦倫理法人会講演会 割烹の宿櫻家 村長

7:30 20:00
モンゴル国ホストタウン自治

体交流会議
駐日モンゴル大使館 政策統括官

9:00 9:30 事故防止会議 弥彦競輪場 斎藤所長

10:00 10:50 写生会 文化会館 教育長

11:00 11:20 さくらの会 神社 教育長

11:00 12:00 さくらの会 神社 教育課長

11:30 14:30 国民文化祭大会旗セレモニー イオン新潟南 教育長

13:00 14:00
弥彦競輪優秀選手表彰式・弥

彦競輪開幕挨拶
弥彦競輪場 村長

13:00 17:00 写生会合評会 文化会館 教育長

13:10 13:40 新潟支部所属優秀選手表彰式 弥彦競輪場 斎藤所長

13:30 15:00
平成31年度新潟西蒲

・南地区保護司会

巻地域ふれあい

福祉センター
住民課長

14:00 15:30
大河津分水改修促進期成同盟

会

信濃川大河津資料館

2F多目的ホール
建設企業課長

15:00 16:30 写生会 村内 教育課長

16:30 18:30 選挙会場準備 村内 課長

17:30 19:30 写生会講師囲む会 みのや 教育長

9:00 10:10 写生会 文化会館 教育長

10:20 11:00 育成会（ボーイスカウト） 神社 教育長

11:00 14:00 写生会 文化会館等 教育長

14:00 15:00 中学校授業参観 弥彦中学校 教育長
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開催日時
出席者会場イベント・会場等名称

15:00 16:30 写生会 文化会館 教育長

10:00 15:00
自衛隊高田駐屯地創設69周年

記念行事

陸上自衛隊高田駐屯

地
村長

13:30 15:00 越後中央農協　通常総代会 巻文化会館 農業振興課長

8:30 17:00  業務関係機関挨拶廻り 東京都内 村長

14:00 16:00 菊首都圏出展打合せ会議 彌彦神社 観光商工課長

9:00 10:00 三役会議 村長室
村長、教育長、政策統

括官、総務課長

13:30 15:00 後期高齢者担当課長会議 新潟県自治会館 住民課長

15:00 16:00 弥彦観光索道㈱株主総会 彌彦神社 村長

15:30 16:30
サイクリングパーク評議員選

定委員会
- 教育長

15:30 16:30 農業委員会定例総会 役場委員会室 農業振興課長

19:00 19:30 村民運動会抽選会 村内 教育課長

10:00 11:00 三役課長会議 第４会議室
村長、教育長、政策統

括官、全課長

10:00 12:00 県市町村観光関係者会議 新潟県自治会館 観光商工課長

13:30 15:00 区長会役員会 第３会議室 総務課長

13:30 17:00 都市計画等担当課長会議 新潟県自治会館講堂 建設企業課長

14:00 15:00 弥彦村農業再生協議会総会 役場大ホール 農業振興課長

14:00 15:00 弥彦村農業再生協議会総会 大ホール 村長

15:00 16:00 弥彦村防除協議会総会 大ホール 村長

15:00 16:00 弥彦村病害虫防除協議会 役場大ホール 農業振興課長

15:30 17:30 小中連携代表者会 弥彦小学校 教育長

16:30 17:30 村講師指導会 別館 教育長

13:30 14:00 新卒者激励会 商工会館 政策統括官

14:00 16:00

平成31年度三条地区戸籍住民

基本台帳事務協議会

幹事会

三条市役所 住民課長

15:00 17:00 県央農業振興会議幹事会 三条地域振興局 農業振興課長

15:00 17:00 二次交通意見交換会 県庁 観光商工課長

15:30 17:00 徴収機構運営会議 三条地域振興局 税務課長

18:00 19:00 自衛隊協力会役員会 ヤホール 村長

26 金 9:30 13:00
平成31年度弥彦村食生活改善

推進委員会総会
弥彦村保健センター 福祉保健課長
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