
月 日 曜日 始時間 終時間

全日 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

10:00 16:30 県町村教育長会 出雲崎 教育長

14:00 15:00 関東地区施行者会議 宇都宮競輪場 公営競技事務所長

14:00 16:00

弥彦燈籠まつり協賛行事実行

委員会及び煙火委員会

観光協会理事会

商工会
観光商工課長、教育課

長

全日 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

8:00 16:00 県町村教育長会 文化会館 教育長

9:00 23:00 ロケツーリズム協議会
経済産業省地下２階

講堂
政策統括官

9:00 10:00
第39回弥彦村ゲートボール大

会
サンビレッジ弥彦 村長、福祉保健課長

15:00 16:00
JA越後中央プラスチック適正

処理推進協議会
ＪＡ越後中央本店 農業振興課長

18:00 19:30
佐藤のぶあき建設政経セミ

ナー
ホテルオークラ新潟 村長

18 土 8:30 16:00
弥彦小学校創立５０周年大運

動会

弥彦小学校グラウン

ド
村長、教育長

19 日

9:00 10:00
燕・弥彦総合事務組合正副管

理者会議
組合本部 村長、総務課長

13:30 14:30 三役会議 村長室
村長、教育長、政策統

括官、総務課長

14:30 15:00
新潟地方気象台　台長交代挨

拶
村長室 村長

9:00 9:30 初当選議員説明会 正副議長室 政策統括官、総務課長

10:00 11:30 県央土木振興会 餞心亭おゝ乃 村長

10:00 17:00 県央土木振興会総会
餞心亭おゝ乃(三条

市)
建設企業課長

10:40 11:00 H31施策事業説明 役場議長室 農業振興課長

11:30 11:50 業務説明会 役場議長室 住民課長

13:30 14:00
初当選議員に対する役場業務

及び事業説明会
弥彦村役場 福祉保健課長

14:50 15:10 初当選議員への説明会 弥彦村役場 公営競技事務所長

15:00 17:00 燕西蒲労災防止協会 総会 燕市「萬会館」 観光商工課長

15:10 15:50 議員業務説明会 委員会室 教育課長

16:30 17:30
新潟西蒲・南地区保護司会定

期総会

ほてる大橋「館の

湯」
村長

10:00 11:00 議会運営委員会 委員会室
村長、政策統括官、総

務課長

10:20 12:00
燕・弥彦学校事務共同実施推

進協議会
- 教育課長

13:00 17:30 第一回学校運営協議会等 弥彦小 教育長

16:00 17:00
弥彦サイクリングパーク第1

回理事会
役場第４会議室 村長、教育課長

18:00 20:00 小中学校教職員懇談会 大山 村長、教育長

17 金

20 月

21 火

木16

22 水

　　令和元 年５月１４日現在

【弥彦村 村内行事予定報 ５月 1５日号】

開催日時
出席者会場イベント・会場等名称

5



月 日 曜日 始時間 終時間

開催日時
出席者会場イベント・会場等名称

9:30 11:30 教頭会 別館 教育長

13:30 15:00 介護保険事業所情報交換会 弥彦村役場 福祉保健課長

14:00 14:30 弥彦村防犯組合総会 別館会議室
村長、教育長、政策統

括官

14:30 15:00 弥彦村地域防災連絡会議 別館会議室
村長、教育長、政策統

括官

15:00 16:30 弥彦村区長会 別館会議室
村長、教育長、政策統

括官

15:00 16:30 食育推進協議会第1回幹事会 弥彦村役場 福祉保健課長

15:10 17:00
越のかがやき米改良協会通常

総会
神社・大山 農業振興課長

16:30 20:00
関東経済産業局長を招いての

燕市商工団体との懇談会
萬会館燕店 政策統括官

9:50 11:30 燕・弥彦 地域公共交通会議 燕市役所 観光商工課長

10:00 11:00 中越管理訪問 別館会議室 教育長

10:00 12:00 燕・弥彦地域公共交通会議 燕市役所燕ホール
村長、総務課長、福祉

保健課長

13:00 14:00 三役課長会議 委員会室
村長、教育長、政策統

括官、全課長

15:00 15:30
三条地区戸籍住民基本台帳事

務協議会総会挨拶
第４会議室 政策統括官

15:00 17:00
県央土地開発公社第２回理事

会
三条市役所 村長

15:00 17:00
三条地区戸籍住民基本

台帳事務協議会総会
役場第４会議室 住民課長

25 土 9:30 12:00 鶴巻貴子展ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｾﾚﾓﾆｰ 美術館 教育長、教育課長

8:30 15:30 第3回ロードレース弥彦大会 競輪会館 教育長、教育課長

13:30 15:00 やひこ家庭教育研究会 文化会館 教育長

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

12:00 17:30 企業誘致担当者会議 新潟県自治会館 観光商工課長

15:00 17:00 弥彦記念競輪打合せ 弥彦競輪場 公営競技事務所長

15:30 17:00 ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾊﾟｰｸ評議員会 教育長

16:30 20:00
新潟県モンゴル交流協会総

会、講演会、交流会
迎賓館　ときわ 村長

17:00 18:00 燕西蒲法人会弥彦地区会総会 名代屋 税務課長

9:50 14:00 弥彦山水利協議会　総会
弥彦山頂　展望ビル

２階
観光商工課長

10:00 11:30
県央基幹病院設置道路等整備

促進期成同盟会総会
ジオ・ワールドVIP 村長

10:00 17:00
県央基幹病院設置に係る道路等環境

整備促進期成同盟会総会

ジオ・ワールドＶＩＰ(三

条市)
建設企業課長

13:30 16:00 人事管理懇談会 栄庁舎 教育長

15:30 19:00 弥彦観光協会総会 弥彦村商工会館 村長、観光商工課長

17:00 20:30 郡市PTA連絡会 ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ 教育長

9:00 9:30 事故防止会議 弥彦競輪場 公営競技事務所長

9:30 15:00
保健委員・食生活改善推進委

員合同研修会
保健センター 福祉保健課長

10:00 12:00 村老連女性部会総会 観山荘 村長

10:30 12:00
越後三大紅葉ライトアップ会

議
第3会議室 観光商工課長

24 金

26 日

27 月

28 火

29 水

23 木
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13:00 14:30 シルバー理事会 サンビレッジ弥彦 観光商工課長

18:00 20:00
弥彦温泉観光旅館組合　定期

総会懇親会
清水屋 政策統括官

18:30 20:00 国民健康保険運営協議会 役場第1会議室 税務課長、住民課長

30 木 13:30 15:30 国民健康保険連携会議 自治会館 住民課長

9:00 13:00 入札 総務課長

13:30 16:30
燕・弥彦総合事務組合臨時議

会
組合本部 村長、総務課長

19:00 20:30 村政懇談会 未定 村長

31 金

29 水
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