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ゲートキーパー養成研修会
(一般向け第2回)

11月1日(金) 14:00～16:30 燕市保健センター 健康づくり課

中央公民館文化祭 11月2日(土) ～ 11月3日(日) － 中央公民館 社会教育課

第34回国民文化祭にいがた2019、第19回
全国障害者芸術・文化祭にいがた大会「車い
すダンスパフォーマンス」

11月2日(土) ～ 11月3日(日) 9:00～16:00
中央公民館
多目的室

社会教育課

第34回国民文化祭にいがた2019、第19回
全国障害者芸術・文化祭にいがた大会「障が
い者作品展」

11月2日(土) ～ 11月3日(日) 9:00～16:00
燕市文化会館
展示ホール

社会教育課

スマート農業フォーラム 11月2日(土) 15:00～ 吉田産業会館
農政課

地域振興課

南相馬市交流自治体フェア（出展） 11月3日(日) 9:00～15:00
旭公園

（福島県南相馬市）
地域振興課

吉田地区秋季7人制ソフトバレーボール大会 11月3日(日) 9:00～
吉田総合体育館

吉田南小学校体育館
社会教育課

燕市農業まつり 11月3日(日) 9:00～13:30 燕市役所 農政課

【文化会館自主事業】
つばめ音楽文化祭（邦楽＆洋楽部門）

11月4日(月) 13:00～
燕市文化会館

大ホール
社会教育課

燕･弥彦地域定住自立圏推進協議会 11月5日(火) 14:00～15:30 つばめホール 企画財政課

ゲートキーパー養成研修会
(専門職向け)

11月7日(木) 9:30～17:00 吉田産業会館 健康づくり課

幼稚園副園長・保育園長・こども園長
合同会議

11月7日(木) 14:00～
燕市役所

会議室301
子育て支援課

燕市ものづくり品質管理制度（TSO）
グループコンサル

11月7日(木) 、 11月8日(金) 10:00～15:00
燕市役所

会議室401
商工振興課

吉田高校・分水高校合同学校説明会 11月9日(土) 13:30～
燕市役所会議室

会議室101～103
学校教育課

第46回市民剣道大会 11月10日(日) 9:00～ 勤労者体育センター 社会教育課

第34回国民文化祭にいがた2019、第19回
全国障害者芸術・文化祭にいがた大会「秋の
祭典」

11月10日(日) 10:00～
燕市文化会館

大ホール
社会教育課

Tsubame Art Fes 11月10日(日) 10:00～16:00
燕庁舎、宮町、

仲町商店街
商工振興課 ※主催：まちなかにぎわい創出懇談会

キャリアテン介護職員等表彰式 11月11日(月) 14:00～
燕市役所

つばめホール
長寿福祉課

精神保健福祉講座
（こころの健康講座）

11月12日(火) 14:00～16:00 中央公民館 健康づくり課

燕･弥彦地域定住自立圏
共生ビジョン懇談会

11月13日(水) 15:00～16:30
燕市役所

会議室301
企画財政課

燕三条系さとちん電波公開生放送 11月14日(木) 9:00～11:00 産業史料館 地域振興課

献血 11月15日(金) － － 健康づくり課

※9:30～11:30
　遠藤工業㈱エコファクトリー
※13:30～16:00
　富士通フロンテック㈱新潟工場

えひめ・まつやま産業まつり（出展） 11月16日(土) ～ 11月17日(日) 9:00～16:30
城山公園

（愛媛県松山市）
地域振興課

歯っぴーフェア2019 11月17日(日) 9:30～12:30 吉田産業会館 健康づくり課

つばめ元気かがやきポイント事業
公開抽選会

11月17日(日) 10:00～ 吉田産業会館 健康づくり課

健康づくりマイストーリー講座 11月17日(日) 13:30～ 吉田産業会館 健康づくり課

燕市民茶会 11月17日(日) 9:30～15:00 中央公民館 社会教育課 ※共催：燕茶道友の会

新潟U・Iターンフェア（出展） 11月17日(日) 11:00～17:00
東京交通会館

（東京都千代田区）
地域振興課

総合計画審議会 11月18日(月) 13:30～
燕市役所

つばめホール
企画財政課

「いのち・愛・人権」燕展 11月19日(火) ～ 11月25日(月) 9:00～17:00 中央公民館 市民課

※主催：「いのち・愛・人権」燕展実行委員会、
　　　　「いのち・愛・人権」新潟県実行委員会
※記念講演会
　11月19日（火）15:00～16:30
　燕市文化会館　大ホール

精神保健福祉講座
（こころの健康講座）

11月21日(木) 14:00～16:00 中央公民館 健康づくり課
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一橋大学名誉教授 関 満博氏 講演会
「燕の活力から事業転換のヒントを探る」

11月22日(金) 17:30～20:45 萬会館 燕店 商工振興課

東京ヤクルトスワローズファン感謝デー
（出展）

11月24日(日) 9:00～15:30
明治神宮野球場

（東京都新宿区）
地域振興課

燕市ものづくり品質管理制度（TSO）
グループコンサル

11月25日(月) 、 11月26日(火) 10:00～15:00
燕市役所

会議室401
商工振興課

つばめ・やひこ女性活躍推進フォーラム
2019

11月27日(水) 18:30～20:30
燕市役所

つばめホール
地域振興課

つばめ輝く女性表彰2019 11月27日(水) 18:30～19:00
燕市役所

つばめホール
地域振興課

※つばめ・やひこ女性活躍推進フォーラム
　2019内にて表彰式を行う

定例記者会見 11月29日(金) 10:00～
燕市役所

会議室101
企画財政課

つばめ野球クリニック2019 11月30日(土) ～ 12月1日(日) 13:30～16:30 スポーツランド燕 地域振興課
※トークショー
　12月1日（日）10:00～12:00[9:30開場]
　分水公民館

【各課問い合わせ先一覧】

総　　務　　部

総務課　：　総務係（☎77-8312）・人事係（☎77-8318）・秘書係（☎92-1111）・情報統計チーム（☎77-8315）　　　　　　

用地管財課　：　契約管理係（☎77-8332）・用地係（☎77-8271）・管財係（☎77-8334）

防災課　：　防災対策係（☎77-8381）

選　挙　管　理　委　員　会　事　務　局

選挙管理委員会事務局　：　選挙係（☎77-8313）

企　　画　　財　　政　　部

企画財政課　：　企画チーム（☎77-8352）・財政チーム（☎77-8356）

地域振興課　：　地域振興係（☎77-8361）・広報広聴係（☎77-8363）・交流推進係（☎77-8364）

市　　民　　生　　活　　部

市民課　：　窓口係（☎77-8125）

税務課　：　市民税1係（☎77-8142）・市民税2係（☎77-8144）・資産税1係（☎77-8146）・資産税2係（☎77-8148）

収納課　：　収納係 滞納整理室（☎77-8152）・管理係（☎77-8155）

生活環境課　：　交通政策係（☎77-8162）・環境政策係（☎77-8167）

産　　業　　振　　興　　部

商工振興課　：　産業支援係（☎77-8231）・新産業推進係（☎77-8232）・ブランド推進係（☎77-8289）・観光振興室（☎77-8233）・産業史料館（☎63-7666）

農政課　：　農政企画係（☎77-8242）・農林環境係（☎77-8243）・生産振興係（☎77-8245）

健　　康　　福　　祉　　部

長寿福祉課　：　長寿福祉係(☎77-8175)・地域支援相談係(☎77-8157)・介護保険係(☎77-8177)

社会福祉課　：　援護係(☎77-8173)・障がい福祉係(☎77-8172)・児童福祉係(☎77-8186・☎77-8105)

健康づくり課　：　健康推進係（☎77-8182）・燕市保健センター（☎93-5461）

保険年金課　：　国保係（☎77-8132）・年金医療係（☎77-8133・☎77-8136）

都　　市　　整　　備　　部

都市計画課　：　都市施設係（☎77-8262）・都市計画係（☎77-8263）・空き家等対策推進室（☎77-8264）

土木課　：　建設係（☎77-8272）・河川水防係（☎77-8274）・道路維持係（☎77-8275）・管理係（☎77-8277）

営繕建築課　：　建築指導係（☎77-8282）・公営住宅係（☎77-8287）

下水道課　：　計画管理係（☎77-8291）・業務係（☎77-8293）・工務係（☎77-8296）

農　業　委　員　会　事　務　局

農地農政係（☎77-8251）

教　　育　　委　　員　　会

学校教育課：指導係（☎77-8191）・総務企画係（☎77-8195）・学事保健係（☎77-8211）・学校給食係（☎77-8212）

子育て支援課　：　総務係（☎77-8225）・子育て支援係（☎77-8222）

社会教育課　：　生涯学習推進係（☎77-8366）・スポーツ推進係（☎77-8368）・公民館事業係（☎63-7001）・文化振興係（☎63-7002）

燕　・　弥　彦　総　合　事　務　組　合

燕・弥彦総合事務組合：消防本部（☎92-1119）、水道局経営企画課（☎64-7400）


