新潟市サポーターズ倶楽部メールマガジン（2018/01/05 号）
あけましておめでとうございます。
新潟市サポーターズ倶楽部事務局です。
1 月 17 日（水）に、ホテルオークラ東京（別館）にて、第 14 回新潟フレンズパーティーを開催します。今年は、ほぼ全編新潟ロ
ケが行われた新潟日報 140 年記念映画『ミッドナイト・バス』の竹下昌男監督をゲストにお迎えし、トークショーを行います。
予告編の上映や、他では聞けない撮影秘話などをお楽しみいただく予定です。
また、交流会では、なつかしの（!?）万代バスセンターのレトルトカレーのほか、映画の中で出てくる新潟のやわ肌ねぎを使っ
た料理など、皆様に喜んでいただける料理と酒を多数揃えて、お待ちしております♪
お申込みをいただいた皆様は、ぜひ楽しみにお待ちください！
本年も新潟市サポーターズ倶楽部を引き続きご愛顧くださいますよう、事務局一同よろしくお願い申し上げます(^^)/
-------------------------＜倶楽部からのお知らせ＞
-------------------------【1】第 14 回新潟フレンズパーティーを 1 月 17 日（水）
、ホテルオークラ東京（別館）で開催します！
〜申込み受付は終了いたしました〜
【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/office̲tokyo/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＞
--------------------------------------☆★☆2019 年１月１日は新潟開港 150 周年！☆★☆
◆1 月 13 日（土） 先着 250 名！「新潟開港 150 周年プレシンポジウム〜みなとまちの宝を磨いて〜」を開催します。
新潟のみなとまちとしての歴史を振り返り、その魅力について考えてもらおうと、朱鷺メッセでプレシンポジウムを開催します。
http://nii-port.com/236/
◆新潟開港 150 周年記念事業への個人寄付を募集しています。
新潟開港 150 周年を記念する式典や関連イベント、広報等を支援する個人寄付を募集しています。
新潟開港 150 周年を一緒に盛り上げていただける皆様からのご支援、ご協力をお願い申し上げます。
http://nii-port.com/233/
◆新潟市・ぐるなび・ぐるたび「新潟イベントカレンダー」冬のイベント・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。冬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
-------------------------------------------------------------------＜特集 まだまだやります！新潟市内のおすすめ冬のイルミネーション☆彡＞
-------------------------------------------------------------------☆2017NIIGATA 光のページェント http://www.niigata-hikari.jp/
1 月 31 日（水）まで。新潟駅南口のけやき通りの約 200 本の木々たちを、26 万個のイルミネーションが彩ります。
☆GROWING ILLUMINATION 2017-18 Winter -Light Forest 光の森-（いくとぴあ食花） http://www.ikutopia.com/
2 月 12 日（月・振）まで。ウィンターソングとともにイルミネーションが変化する、光と音のショーです。
☆万代ロマンチックサーカス http://www.bandaicity.com/
1 月 31 日（水）まで。ペットボトルとイルミネーションの灯りが、万代シティの夜を鮮やかに彩ります。
------------------------＜新潟市内イベント情報＞
------------------------◆1 月 8 日（月・祝） 千の風音楽祭（※観覧募集は終了しています）
http://www.city.niigata.lg.jp/kanko/bunka/shinko/kokoro/sennokaze/sennokaze̲ongakusai.html
◆1 月 20 日（土） ふるさとへ贈る手紙 表彰式
http://www.city.niigata.lg.jp/info/bunka/furusato/img/hyousyou11.pdf

◆1 月 20 日（土） 第 31 回新潟ジャズストリート
http://www.niigata-jazzstreet.com/
◆1 月 21 日（日） いわむろや 冬のうんめもん祭り
https://www.iwamuroya.com/
◆2 月 3 日（土）〜4 日（日） 新潟淡麗 にいがた酒の陣プレイベント in 新潟ふるさと村
http://furusatomura.pref.niigata.jp/activity/4358.html
◆2 月 8 日（木） 新潟開港 150 周年記念事業・水と土の芸術祭 2018 プレシンポジウム
「現代アートの行方〜同時代のアート、そして、未来のアートの存在意義〜」
http://www.mizu-tsuchi.jp/news/article/?id=725
◆3 月 10 日（土）〜11 日（日） 新潟淡麗 にいがた酒の陣 2018
http://sakenojin.jp/
◆〜3 月 31 日（土）第 26 回にいがた冬・食の陣
2 月 10 日（土）〜12 日（月・振）は「当日座」を開催！
http://www.shokuno-jin.com/
◆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/
◆1 月 10 日（水）〜3 月 25 日（日） 野口久光 シネマ・グラフィックス
◆〜4 月 8 日（日） コレクション展Ⅲ 美術のドラマツルギー 「名場面」のつくりかた
【新潟市新津美術館】http://www.city.niigata.lg.jp/nam/
◆〜1 月 13 日（土） 第 14 回新潟教育アート展
◆〜1 月 13 日（土） コレクション展 3 新津の画家 佐藤昭平
◆1 月 27 日（土）〜3 月 11 日（日） パリに生きる新潟の作家たち
◆1 月 27 日（土）〜3 月 11 日（日） コレクション展 4 美術館でお花見
【新潟市歴史博物館 みなとぴあ】http://www.nchm.jp/index.html
◆〜1 月 28 日（日） みなとぴあ歴史発見プロジェクト企画展「ワンダーランド近世新潟町」
【いくとぴあ食花】http://www.ikutopia.com/
◆2 月 11 日（日・祝） バレンタインフェスタ
【新潟市マンガ・アニメ情報館】http://museum.nmam.jp/
◆〜1 月 8 日（月・祝） アイドリッシュセブン展
◆1 月 13 日（土）〜2 月 18 日（日） 羽海野チカの世界展〜ハチミツとライオンと〜
【新潟市マンガの家】http://house.nmam.jp/
◆聖悠紀 超人ロック生誕 50 周年展
Part2：〜1 月 16 日（火）
part3：1 月 18 日（木）〜2 月 27 日（火)
part4：3 月 1 日（木）〜4 月 10 日（火）
【新潟市文化財 旧小澤家住宅】http://www.nchm.jp/ozawake/index.html
◆〜2 月 12 日（月・振） ボランティア企画「本町通〜むかしの町なみとくらし〜」展
◆2 月 24 日（土）〜3 月 11 日（日） ひな人形とからくり人形展
【旧齋藤家別邸】http://saitouke.jp/
◆1 月 10 日（水）〜2 月 4 日（日） 新春 ボランティア写真展
◆2 月 20 日（火）〜3 月 21 日（水・祝） 齋藤家でひなまつり
【北方文化博物館】http://www.hoppou-bunka.com/top.html
◆2 月 4 日（日）〜 享保雛展示
【新潟市水族館 マリンピア日本海】http://www.marinepia.or.jp/
◆〜2 月 4 日（日） 第 4 回フォトコンテスト受賞作品展

【水の駅 ビュー福島潟】http://www.pavc.ne.jp/~hishikui/index.html
◆〜2 月 12 日（月・振） 米美知子新春写真展 日本の美彩 2018
◆〜2 月 28 日（水） 企画展 潟のおくりもの展〜2017 冬
【新津鉄道資料館】http://www.ncnrm.com/
◆1 月 13 日（土）〜2 月 5 日（月） 新春 鉄道用語で書初め 2018
★その他 主な観光施設★
○新潟市民芸術文化会館（りゅーとぴあ）
http://www.ryutopia.or.jp/
○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＞
--------------------------------------【物産展・マルシェ】
◆1 月 26 日（金）〜28 日（日） にいがたチューリップマルシェ 2018（表参道・新潟館ネスパス）
http://www.nico.or.jp/nespace/event.php
【見本市】
◆2 月 7 日（水）〜9 日（金） テクニカルショウヨコハマ 2018（パシフィコ横浜）
http://www.tech-yokohama.jp/
【りゅーとぴあ首都圏公演】
◆2 月 17 日（土）〜18 日（日） Noism1『NINA−物質化する生け贄』埼玉公演（彩の国さいたま芸術劇場）
http://noism.jp/npe/n1̲nina2017̲saitama/
◆5 月 14 日（月）〜20 日（日） りゅーとぴあプロデュース『人形の家』東京公演（東京芸術劇場）
https://www.ryutopia.or.jp/performance/event/6022/
【新潟市への移住・就職ならこちら！】
◆1 月 21 日（日） JOIN 移住・交流＆地域おこしフェア（東京ビッグサイト）
http://www.iju-join.jp/
◆2 月 3 日（土） 新潟市 子育て UI ターンセミナー
https://iju.niigata.jp/news/5242̲0203realtalk

/貸会議室 6F（ロクエフ）
（大宮）

◆2 月 9 日（金） にいがたで働こう！地方就職セミナー/僕らのワークデザインラボ（浜松町）
http://www.1049.cc/web/niigata-plus/seminar0209/
◆2 月 24 日（土） 地方創生プロジェクト「移住・交流フェア」
（池袋サンシャインシティ）
https://go-sousei.com/lp/event201802/
----------------＜オススメ情報＞
----------------◆「＃新潟グラマー」キャンペーン実施中！新潟暮らしのいいね！が見られる
https://iju.niigata.jp/ig
◆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
https://www.nico.or.jp/nespace/

ESPASE（ネスパス）』情報

◆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/free̲wi-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/gakko̲keikaku/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
◆Facebook ページ「しるきーも応援部〜新潟北区のさつまいも〜」
http://www.facebook.com/nk.imo.ouen
------------＜募集情報＞
------------◆「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/fan̲club/
◆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 目指せ 15 万再生！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/office̲tokyo/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。

