
【弥彦村 村内行事予定報 ２月１日号】 

平成 31年２月１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 

２ １ 金 終 日 農林水産省他関係機関挨拶廻り 東京都内 村長、農業振興課長 

   終 日 高松記念競輪表敬訪問 高松競輪場 公営競技事務所長 

   15:00～19:00 燕・弥彦連携事業会議 役場第４会議室 観光商工課長 

 ２ 土 10:00～13:00 彌彦神社例祭 彌彦神社 村長、教育長 

   10:00～13:30 村老連理事監事企画部会代表者会議 観山荘 福祉保健課長 

   11:30～15:30 中越北地区郵便局長会通常総会 四季の宿みのや 総務課長 

 ３ 日     

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

   09:30～11:00 再生協幹事会 役場第４会議室 農業振興課長 

   10:00～11:00 障がい者福祉に関する要望会 役場村長室 村長、福祉保健課長 

   11:00～11:30 信濃川河川事務所長来庁 役場村長室 村長 

   13:30～14:30 
県後期高齢者医療広域連合市町村 

協議会 
自治会館 村長 

   15:00～16:30 新潟県庁内関係機関挨拶廻り 新潟県庁 村長 

   16:00～17:00 保育園園長会議 役場別館 教育長 

 ５ 火 09:30～11:00 定例校長会 役場別館 教育長、教育課長 

   10:00～12:00 区長会役員会 役場第３会議室 総務課長 

   11:00～12:00 弥彦村自衛隊協力会理事会 観山荘 村長 

   13:30～14:30 弥彦観光索道取締役来庁 役場村長室 村長 

   13:30～15:00 キッズ主任会議 役場別館 教育長 

   15:30～16:30 燕市・弥彦村水道事業統合協議会 燕市役所 村長、総務・建設企業課長 

   17:30～20:00 弥彦温泉観光旅館組合新年会 上州苑 村長、観光商工課長 

 ６ 水 10:00～10:30 燕商工会議所専務理事来庁 役場村長室 村長 

   10:00～10:30 新潟大学鷲見先生来庁打合せ 役場総務課 総務課長 

   11:10～11:40 新潟県最低賃金にかかわる要請会 役場村長室 村長、総務課長 

   13:30～15:00 県町村会副町村長会議 自治会館 総務課長 

   14:00～16:00 第７回燕・弥彦公共交通会議 燕市役所 
村長、福祉保健・観光商工 

建設企業・教育課長 

   16:00～18:00 関東カップ斡旋依頼 ＪＫＡ(都内) 公営競技事務所長 

 ７ 木 09:00～11:00 燕・弥彦総合事務組合正副管理者会議 組合本部 村長、総務・建設企業課長 

   09:00～17:00 新潟大学附属新潟小学校研究会 新大附属小学校 教育長 

   12:30～17:00 寺泊港整備・利用促進協議会 長岡市消防本部 観光商工課長 

   13:30～15:30 新潟県国土利用計画審議会 新潟県庁 村長 

   14:00～16:00 移動電源設備運用協定打合せ会議 西蒲原土地改良区 農業振興課長 

   16:00～16:30 新潟県庁内関係機関挨拶廻り 新潟県庁 村長 



    

開催日時 

イベント・会議等名称 会場 出席者 
月 日 

曜

日 
時間 

 ８ 金 終 日 全日本選抜競輪表敬訪問 別府競輪場 公営競技事務所長 

   13:00～17:00 議会運営研究会 自治会館 議会事務局長 

   13:30～14:00 日本競輪選手会新潟支部長来庁 役場村長室 村長、公営競技事務所長 

   15:00～19:00 防衛省浅賀防衛課長講演会・懇親会 彌彦神社・櫻家 村長、総務課長 

 ９ 土 終 日 全日本選抜競輪表敬訪問 別府競輪場 公営競技事務所長 

 10 日 08:00～16:00 需要に応じた米生産説明会 役場大ホール 農業振興課長 

   10:30～11:30 弥彦 12区町内会競輪懇談会 割烹大山 公営競技事務主張 

   19:00～21:00 建国記念祝賀会講演会講師を囲む会 四季の宿みのや 村長、教育長 

 11 月 10:00～11:10 建国記念行事 彌彦神社参拝 彌彦神社 村長、教育長 

   11:10～11:50 建国記念行事 日の丸大行進 大字弥彦地内 村長、教育長 

   12:00～13:10 建国記念祝賀会記念式典・講演会 文化会館 
村長、教育長、総務課長 

教育課長 

   13:10～14:00 弥彦村自衛隊協力会総会 文化会館 村長、総務課長 

 12 火 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 サテライト会津運営協議会 喜多方市役所 公営競技事務所長 

   14:00～15:30 定例教育委員会 役場別館 教育長。教育課長 

   14:00～15:30 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、出納室長 

   15:30～17:00 弥彦村総合教育会議 役場第４会議室 
村長、教育長、総務課長 

教育課長 

 13 水 終 日 経済産業省他関係機関挨拶廻り 東京都内 村長 

   15:30～19:00 三条地域整備部と意見交換会・懇親会 加茂市役所 建設企業課長 

   16:00～17:00 保育園新入園児情報交換会 役場第１会議室 教育長 

   16:00～19:00 ぶどう部会総会 木原鮮魚店 農業振興課長 

   18:30～20:30 弥彦縣信会新年会 四季の宿みのや 総務課長 

 14 木 10:00～12:00 西蒲原福祉事務組合監査 やひこの里 出納室長 

   11:00～14:00 JKA優秀選手表彰式・祝賀会 
ザ・プリンスタワー 

東京 

総務課長、公営競技事務 

所長 

   13:00～17:00 
燕市・弥彦村送配水管整備事業者選定 

委員会 
燕市水道局 建設企業課長 

   14:00～15:00 県国民健康保険団体連合会理事会 自治会館 村長 

   15:00～18:00 県央地区農業委員会情報交換会 
燕三条ワシントン 

ホテル 
農業振興課長 

   15:00～17:00 学校評価協議会 弥彦中学校 教育長、教育課長 

   15:00～16:00 県市町村総合事務組合議会 自治会館 村長 

   16:00～17:00 新潟県庁内関係機関挨拶廻り 新潟県庁 村長 



    

開催日時 

イベント・会議等名称 会場 出席者 
月 日 

曜

日 
時間 

 15 金 09:30～11:00 新潟県庁内関係機関挨拶廻り 新潟県庁 村長 

   10:30～12:00 生涯学習・社会教育主管課長会議 新潟県庁 教育課長 

   11:00～13:00 県町村会定期総会・役員会 自治会館 村長 

   15:00～15:30 
弥彦中学校生徒会ふれあいカレンダ

ー持参 
役場村長室 村長、教育長 

   19:00～21:00 弥彦競輪医師懇談会 櫻家 公営競技事務所長 

 


