新潟市サポーターズ倶楽部メールマガジン（2017/10/02 号）
こんにちは！新潟市サポーターズ倶楽部事務局です。
このたび、総務省がまとめた 2016 年度の移住相談件数において、新潟県が長野県に次いで、2 位に大きく飛躍いたしました！
首都圏にお住まいで、
「すぐにでも！」あるいは「いつかは・・・」と新潟への移住をお考えの方は、まずはお気軽に相談窓口へ
お越しください。表参道・新潟館ネスパス内の「にいがた U ターン情報センター」や有楽町にある東京交通会館内の「ふるさと
回帰支援センター」等のほか、新潟市に限定した移住相談でしたら、新潟市東京事務所でも「新潟市 HAPPY ターン相談窓口」を
常設（月～金、8:30～17:30）しております！
新潟市東京事務所では、新潟暮らしも東京暮らしも経験している市の職員が対応いたしますので、
「東京暮らしあるある」のほか、
新潟市出身の方でしたら「新潟暮らしあるある」でも盛り上がること必至（！？）です(^^)v
今月・来月も、首都圏での移住相談会、セミナー、イベントが目白押しです！
ご興味のある方は、下記【新潟市への移住・就職ならこちら！】コーナーをぜひチェックしてくださいね！
-------------------------＜倶楽部からのお知らせ＞
-------------------------【1】10 月 28 日（土）～29 日（日） 「2017 サポーターズ・ツアー」を実施します！
定員（30 名）まで残りわずかです！お申込みはお早めに！
http://www.city.niigata.lg.jp/shisei/gaiyo/office_tokyo/ncsc/news/2017tour.html
【2】新潟市内 8 区のイメージカラーを再現！新潟市サポーターズ倶楽部のオリジナルピンバッジ！
数量限定！倶楽部の PR としてご活用ください！お申し込みは、下記 URL よりお願いします。
http://www.city.niigata.lg.jp/shisei/gaiyo/office_tokyo/ncsc/kaiinnmukesurvice/officetokyo2017.html
【3】サポーターズ倶楽部 Facebook ページで“旬のにいがた情報”配信中です！
新潟市内外の情報を随時配信中！「いいね！」をよろしくお願いします！
http://www.facebook.com/ncsc.jp
--------------------------------------＜注目トピックス＞
--------------------------------------◆新潟市・ぐるなび・ぐるたび「新潟イベントカレンダー」 秋のイベント・体験を発信中！
新潟市と地域活性化の協定を結んでいる「ぐるなび」が、新潟ならではのグルメイベントや食文化体験などを WEB サイト「新潟
イベントカレンダー」で発信中。秋の新潟を満喫するために、ぜひご活用ください！
https://gurutabi.gnavi.co.jp/area/niigata/eventcalendar.html
------------------------＜新潟市内イベント情報＞
------------------------◆10 月 7 日（土） 西区大農業まつり「新米・大根・ねぎの収穫祭」
http://www.city.niigata.lg.jp/nishi/torikumi/seisaku/toshinousonn/2017daikon.html
◆10 月 7 日（土）～8 日（日） 2017 秋の古町どんどん
http://www.niigata-furumachi.jp/
◆10 月 7 日（土）～8 日（日） 中原邸 秋の一般公開
http://www.city.niigata.lg.jp/nishi/event/kanko/nakaharatei-autumn.html
◆10 月 9 日（月・祝） 新潟オクトーバーフェスト 2017
https://www.facebook.com/niigataoktoberfest2017/
◆10 月 21 日（土）～22 日（日） がたふぇす vol.8「第 8 回新潟アニメ・マンガフェスティバル」
http://www.niigata-animemangafes.com/

◆～10 月 29 日（日） 2017NIIGATA オフィス・アート・ストリート
http://niigata-oas.com/
◆10 月 30 日（月）～11 月 4 日（土） 古町花街ぶらり酒 第 10 弾
※11 月 5 日（日）～11 月 12 日（日）には「アトブラリ」を開催
http://furumachi-kagai.com/
◆11 月 3 日（金・祝）～2 月 12 日（月・祝）
http://www.ikutopia.com/

いくとぴあ食花グローイングイルミネーション～ウィンター～

◆～12 月 17 日（日） 新潟インターナショナルダンスフェスティバル 2017（NIDF2017）
https://artscouncil-niigata.jp/nidf/
◆古町芸妓の舞とお座敷遊びを気軽に体験していただけるイベント「新潟花街茶屋」を開催中！
http://www.nvcb.or.jp/tokushu/hanamachi/index.html
◆新潟駅発着日帰りバスツアー「新潟ふうど探訪の旅」 参加者募集中！
http://www.niigata-fudo.jp/contents/fuudoschool/index.html
☆イベントカレンダー☆
◆新潟市観光イベントカレンダー↓
https://www.nvcb.or.jp/tanoshimu/eventcalendar.html
------------------------＜新潟市内観光施設情報＞
------------------------【新潟市美術館】http://www.ncam.jp/
◆10 月 11 日（水）～15 日（日） 第 49 回新潟市美術展（前期）
◆10 月 18 日（水）～22 日（日） 第 49 回新潟市美術展（後期）
◆11 月 3 日（金・祝）～12 月 24 日（日） 東京国立近代美術館工芸館名品展－人為と天然
◆～12 月 3 日（日） コレクション展Ⅱ 異界への旅

Art/Nature－

【新潟市新津美術館】http://www.city.niigata.lg.jp/nam/
◆～10 月 15 日（日） 興福寺中金堂再建・法相柱柱絵完成記念 興福寺の寺宝と畠中光享展
◆10 月 28 日（土）～11 月 5 日（日） 第 11 回秋葉区美術展覧会
◆11 月 11 日（土）～12 月 24 日（日） 政令指定都市移行 10 周年記念 新潟市の隠れた名品展
【新潟市歴史博物館（みなとぴあ）
】http://www.nchm.jp/index.html
◆～11 月 26 日（日） 第 14 回むかしのくらし展「たびはぼうけん」
【いくとぴあ食花】http://www.ikutopia.com/
◆10 月 7 日（土）～8 日（日） 秋の収穫感謝祭
【新潟市マンガ・アニメ情報館】http://museum.nmam.jp/
◆～10 月 15 日（日） 35th 銀河英雄伝説～The Art Exhibition～
◆10 月 21 日（土）～11 月 26 日（日） 将国のアルタイル原画展～大将国展～
【新潟市マンガの家】http://house.nmam.jp/
◆～10 月 10 日（火） 坂田靖子原画展 『坂田靖子

ふしぎの国のマンガ描き』出版記念（後期）

【新潟市文化財 旧小澤家住宅】http://www.nchm.jp/ozawake/index.html
◆10 月 7 日（土）～11 月 5 日（日） 新潟仏壇展
◆11 月 25 日（土）～2 月 12 日（月・祝） ボランティア企画 本町通展
【旧齋藤家別邸】http://saitouke.jp/
◆10 月 14 日（土）～15 日（日） 新潟竹あかり花あかり
【新津鉄道資料館】http://www.ncnrm.com/
◆10 月 21 日（土）～11 月 20 日（月） 鉄×フォト企画「鉄×フォトギャラリー2017」
★その他 主な観光施設★
○「水の駅」ビュー福島潟
http://www.pavc.ne.jp/~hishikui/index.html
○新潟市民芸術文化会館（りゅーとぴあ）
http://www.ryutopia.or.jp/
○新潟市水族館（マリンピア日本海）
http://www.marinepia.or.jp/
○北方文化博物館
http://www.hoppou-bunka.com/top.html
○アグリパーク
http://www.niigata-aguri.com/
○しろね大凧と歴史の館
http://www.shiteikanrisha.jp/ootako/index.html
---------------------------------------＜首都圏開催の新潟市関連イベント情報＞

---------------------------------------【新潟市ブース出展】
◆11 月 19 日（日） 地方自治法施行 70 周年記念「地域の魅力発信＆移住交流フェア」
（東京国際フォーラム）
【新潟市民芸術文化会館（りゅーとぴあ）首都圏公演】
◆10 月 14 日（土）～15 日（日） 佐久間良子『大石内蔵助の妻 りく』
（会場：あうるすぽっと）
http://www.owlspot.jp/performance/171014.html
◆2 月 17 日（土）～18 日（日） Noism1『NINA−物質化する生け贄』埼玉公演（会場：彩の国さいたま芸術劇場）
http://noism.jp/npe/n1_nina2017_saitama/
【新潟市への移住・就職ならこちら！】
◆10 月 22 日（日） HAPPY ターンリアルトーク“転職移住できるまち新潟市”
（表参道・新潟館ネスパス）
https://iju.niigata.jp/news/4975_realtalk1022
◆10 月 28 日（土） にいがたハッピーライフ潟コン（ベルサール新宿セントラルパーク）
http://gata-con.com/tyo/
◆10 月 29 日（日） にいがた暮らしセミナー（ふるさと回帰支援センター）
http://niigatakurashi.com/
◆11 月 4 日（土） HAPPY ターン相談会（ネスパス）
http://iju.niigata.jp/
◆11 月 11 日（土） 1day ワークショップ「レゴで学ぶ企業研究」
http://www.1049.cc/web/niigata-plus/workshop20171111/
◆11 月 19 日（日） にいがた U・I ターンフェア 2017（東京交通会館）
http://niigatakurashi.com/event/22511/
----------------＜オススメ情報＞
----------------◆自慢しよう！新潟市魅力発見サイト「ガタプラ」
https://iju.niigata.jp/gatapra/
◆表参道で新潟の「食」を楽しむ 『N’ESPASE（ネスパス）
』情報
https://www.nico.or.jp/nespace/
◆日本橋に生まれた新潟との架け橋『ブリッジにいがた』情報
https://www.daishi-bank.co.jp/business/bridge/
◆無料公衆無線 LAN「Niigata City Wi-Fi」市内主要施設で提供中
http://www.city.niigata.lg.jp/shisei/seisaku/it/free_wi-fi/wi-fi.html
◆新潟市の教育広報紙「にいがた共育通信」情報（バックナンバーも公開中）
http://www.city.niigata.lg.jp/kosodate/gakko/gakko_keikaku/kyoikutsushin/index.html
◆売却（入札）
、公募を検討中の新潟市所有の土地を公開中
https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/zaisan/shiyutibaikyaku/miriyouti.html
------------＜募集情報＞
------------◆「南区お土産アイデアコンテスト」アイデア募集中！（応募締切：10 月 20 日（金）
）
http://www.city.niigata.lg.jp/minami/sonota/omiyagekon.html
◆「みなとまち新潟フォトコンテスト」作品募集中！（応募締切：11 月 30 日（木）
）
http://www.nii-port.com/
◆「新潟港クルーズ・ファンクラブ」会員募集中！
http://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/doro/port/cruisefanclub/index.html
◆「新潟空港ファンクラブ」も会員募集中！
http://www.niigata-airport.gr.jp/fan_club/
◆ふるさと新潟市応援寄付金（ふるさと納税）随時受付中！
http://www.city.niigata.lg.jp/shisei/seisaku/furusatokifukin.html

◆Ｎｏｉｓｍ活動支援会員（法人・個人）随時受付中！
http://noism.jp/
----------------------------＜Ｕ・Ｉ・Ｊターン＆就職関連情報＞
----------------------------◆新潟市移住・定住情報サイト「HAPPY ターン」
http://iju.niigata.jp/
◆移住情報交流の場 Facebook「新潟暮らし HAPPY ターンな人々」
http://www.facebook.com/niigataht
◆新潟市Ｕターン・Ｉターン情報サイト「にいがたで働こう」
http://niigata-shigoto.jp/
◆「にいがたで働こう」Facebook
https://www.facebook.com/niigata.city.koyo/
◆移住を伴う創業を支援「UIJ ターン創業・雇用促進補助金」
http://www.city.niigata.lg.jp/business/shoko/sogyoshien/uijsogyo.html
◆新潟市×ＮＧＴ４８太野彩香 祝 10 万再生突破！新潟市移住プロモーションムービー「アヤカニたーん」
http://www.iju-navi.soumu.go.jp/onl/niigata/niigata/

◆編集・発行◆
--------------------------------------新潟市サポーターズ倶楽部事務局
〒102-0093 東京都千代田区平河町 2-4-1
日本都市センター会館 9 階
新潟市東京事務所内
TEL: 03-5216-5133
FAX: 03-5216-5134
メール：office.tokyo@city.niigata.lg.jp
◆倶楽部の基本情報，各種申込・登録変更等（公式サイト内）
http://www.city.niigata.lg.jp/shisei/gaiyo/office_tokyo/ncsc/index.html
◆Facebook ページ（倶楽部 HP の更新情報や新潟市関連の最新情報を随時掲載）
https://www.facebook.com/ncsc.jp
◆メルマガ配信中止（再開）申込
https://www.shinsei.elg-front.jp/niigata-City/uketsuke/dform.do?acs=ncscml
*本メールは送信専用です。返信しないでください。

