
月 日 曜日 始時間 終時間

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

10:00 10:20 指名審査会 総務課 総務課長

10:00 11:00 定例教頭会 役場別館 教育長

13:00 17:00
地域医療構想における具体的対応方針の再検

証に係る説明会
新潟県自治会館　講堂 福祉保健課長

19:00 21:00 村政懇談会：観音寺 観音寺公会堂 村長

10:00 12:00 第４５回高齢者スポーツ大会 サンビレッジ弥彦
村長、教育長、福祉保

健課長

15:10 18:00 花角知事県政報告会 ANAクラウンプラザホテル新潟 村長

10:00 11:00 全員協議会 委員会室
村長、政策統括官、総

務課長

13:00 16:00 合同相談 第４会議室 住民課長

9:30 10:00 東北電力信号機清掃等開会式 競輪場第４駐車場 政策統括官

10:30 17:30 ナチュラルプロセスファクトリー 山形県米沢市 観光商工課長

12:00 17:00 東京大学池谷教授2019リサーチ講演会 第四銀行本店内だいしホール 政策統括官

12:00 17:00 新潟大学附属中研究会 附属新潟中学校 教育長

8:40 13:00 燕弥彦総合事務組合消防職員採用2次試験 燕弥彦総合事務組合情報連絡室 総務課長

9:30 12:00 中学校合唱コンクール 弥彦中学校 教育長、教育課長

13:00 16:00 「かがり火」復刊１０周年記念フォーラム 政策研究大学院大学 村長

11:30 15:30 村文化芸能祭 文化会館小ホール 教育長

16:00 17:30 配食サービス 村内 政策統括官

全日 全日 京王閣記念表敬訪問 京王閣競輪場 公営競技事務所長

全日 全日 銀座マッスルギア見学 銀座ミクニビル 公営競技事務所長

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

10:00 14:00 公募展審査会 コミュニティセンター 教育長

19:00 21:00 村政懇談会：魵穴 魵穴公会堂 村長

11:00 12:00 天皇陛下御即位奉祝祭　参拝者休憩所竣工祭 彌彦神社 村長、教育長

12:30 15:00
天皇陛下御即位奉祝祭　参拝者休憩所竣工祭

祝宴
みのや 村長、教育長

8:00 23:00 区長会研修旅行 仙台方面 村長

10:00 17:00 外部監査 大ホール 政策統括官

8:00 23:00 区長会研修旅行 仙台方面 村長

8:30 17:00 外部監査 大ホール 政策統括官

13:00 16:30 やひこ支え合いのむらづくり勉強会 第３・４会議室 福祉保健課長

8:30 17:00 外部監査 大ホール 政策統括官

13:30 17:00 人事管理ヒアリング 三条地域振興局 教育長

10:00 23:59 県央土木振興会 福島県相馬市ほか 建設企業課長

0:00 17:00 県央土木振興会 福島県相馬市ほか 建設企業課長

9:00 12:00 弥彦小学校創立５０周年式典 弥彦小学校
村長、教育長、政策統

括官

11:00 12:00 弥彦競輪場改修工事地元説明会 宝光院 公営競技事務所長土26
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開催日時
出席者会場イベント・会場等名称

16:00 17:30 ライトアップ点灯式 彌彦神社、弥彦公園 観光商工課長

16:00 19:00 弥彦小学校創立５０周年式典祝賀会 大山
村長、教育長、政策統

括官

9:00 9:30 事故防止会議 弥彦競輪場 公営競技事務所長

9:00 12:00 弥彦を描く公募展オープニング コミュニティセンター 教育長、教育課長

9:00 15:00 彌彦神社菊搬入 彌彦神社 観光商工課長

9:30 12:00 農業まつり～ふるさと弥彦秋まつり2019～ 弥彦村役場駐車場 農業振興課長

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

9:00 17:00 保護司研修
新潟少年学院（午前）

アオーレ長岡（午後）
住民課長

11:30 17:00
地域支援事業を効果的に進めていくための市

町村部課長対象セミナー
朱鷺メッセ 福祉保健課長

14:30 15:00 BSNラジオ　インタビュー 村長室 村長

8:00 23:00 安全・安心の道づくりを求める全国大会 東京国際フォーラム 村長

17:00 17:30 投票所避難訓練 弥彦競輪場 公営競技事務所長

10:00 17:00 外部監査 第３・４会議室 政策統括官

13:00 17:00 町村教育長会 県教委懇談会 県自治会館 教育長

15:00 16:00 新潟県高校駅伝　開会式 サン・ビレッジ弥彦 政策統括官

8:30 17:00 外部監査 第３・４会議室 政策統括官

9:00 12:00 自治功労表彰式兼名誉村民表彰式 大ホール

村長、教育長、政策統

括官、総務課長、公営

競技事務所長、福祉保

健課長

10:00 11:00 弥彦村農業委員会定例総会 弥彦村役場 農業振興課長

10:35 16:30 大河津分水改修促進期成同盟会視察研修
北陸地方整備局 黒部河川事務所工事

現場等
建設企業課長

12:00 13:00
故英太郎弥彦名誉村民受賞報告会及び後援会

解散式
だいろく 村長

13:30 14:30 令和元年産伊彌彦米　彌彦神社奉納 彌彦神社 村長、農業振興課長
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