新潟市サポーターズ倶楽部メールマガジン（2018/02/01 号）
新潟市サポーターズ倶楽部事務局です。
1 月 17 日（水）に開催した第 14 回新潟フレンズパーティーでは、サポーターズ倶楽部会員をはじめ、新潟市に御縁のある方々約
140 名からご参加いただき、誠にありがとうございました。
フレンズパーティーでも一部お披露目させていただきましたが、
新潟市をＰＲする 2 つのプロモーションムービーが完成しました！
いずれもＹｏｕｔｕｂｅにアップされていますので、ぜひ一度ご覧いただければと思います。
1 つ目は、新潟市プロモーションムービーです。
主に海外からの、
『新潟市の認知や観光先としての認識』の獲得を狙いにした動画となっており、市内風景の四季をイメージして
作成したショートＰＶです。
新潟市公式チャンネル→https://youtu.be/0ztD8d3dsq8
2 つ目は、ＮＧＴ48×新潟商工会議所がコラボした「新潟開港 150 周年スペシャルムービー」です。
2019 年 1 月 1 日に開港 150 周年を迎える新潟港の歴史にまつわる名所旧跡をＮＧＴ48 メンバーがリレー方式で紹介しているＰＶ
となっております。
新潟商工会議所公式チャンネル→https://www.youtube.com/watch?v=6LokDIO̲T̲0
ぜひＳＮＳ等で発信＆拡散をお願いします＾□＾ｂ
-------------------------＜倶楽部からのお知らせ＞
-------------------------【1】★大学生〜30 代の方限定イベント★
＝2 月 17 日（土）開催「こだわりのある生活づくり vol.3〜お米を炊く暮らし produce by 吉野さくら（コメタク）」＝
約半年振りの開催となる今回は、宮崎県から移住し、新潟市西区内野町で活動する「つながる米屋コメタク」の吉野さくらさん
をお招きします。コメタクの活動紹介や、吉野さんセレクトの 新潟のお米食べ比べ ワークショップなど内容盛り沢山です！
詳細・お申込みは下記 URL からどうぞ！↓
http://www.city.niigata.lg.jp/shisei/gaiyo/office̲tokyo/ncsc/news/kowdawari03.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/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＞
--------------------------------------◆新潟開港 150 周年 Nii port 賑わい創造プロジェクト第１弾「Negicco バスラッピングデザイン制作」
TEAM Nii port スペシャルクルーの Negicco が、新潟交通の路線バス「みなと循環線」を走る小型バスのデザインを考えて
ラッピングします。さらに車内アナウンスも、Negicco３人の声で行います。運航開始は 2018 年７月！
実施費用は購入型クラウドファンディング「にいがた、いっぽ」を活用し、多くの方からプロジェクトへの支援をいただき制作
していきますので、みなさんの力を是非お貸し下さい。
https://n-ippo.jp
◆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/participation/#kifu
◆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
------------------------＜新潟市内イベント情報＞
------------------------◆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 3 日（土）〜3 月 6 日（火）

Akiha クリスマスローズ展

https://www.city.niigata.lg.jp/akiha/about/kankou/flower/curusumasuro-zu28.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
◆2 月 25 日（日） 第 20 回にいがたマンガ大賞表彰式・魔夜峰央先生サイン会
http://award.manganime-niigata.jp/p01̲1515635913066.html

事前申し込み受付中！

◆3 月 2 日（金）〜11 日（日） 日本ボケ展
http://www.city.niigata.lg.jp/akiha/about/kankou/flower/boketen2017.html
◆3 月 3 日（土）新潟アサヒアレックスアイスアリーナオープン 4 周年記念イベント
http://www.ohbsn.com/event/2018/01/021024.php
◆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 10 日（土）〜11 日（日） 万代島屋内多目的広場「大かま」オープン！！
にいがた酒の陣にあわせ，オープニングイベント開催！！
◆〜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
◆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」
http://www.nvcb.or.jp/tokushu/hanamachi/index.html

参加者募集中！

☆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/
◆〜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/
◆〜3 月 11 日（日） パリに生きる新潟の作家たち
◆〜3 月 11 日（日） コレクション展 4 美術館でお花見
【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/
◆〜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
part3：〜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 17 日（土）フラワーアレンジメント体験
◆2 月 17 日（土）〜2 月 25 日（日）
「花で彩る」（展示）
◆2 月 24 日（土）〜3 月 11 日（日） ひな人形とからくり人形展
◆2 月 25 日（日）稲わらでつくるひな人形
【旧齋藤家別邸】http://saitouke.jp/
◆〜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）〜3 月 25 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/
◆〜2 月 5 日（月） 新春 鉄道用語で書初め 2018
◆2 月 10 日（土）〜11 日（日） 鉄道模型走行会 鉄道ジオラマ新潟
◆2 月 17 日（土）〜21 日（水） 新収蔵品展
★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/
○新潟市歴史博物館（みなとぴあ）
http://www.nchm.jp/index.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＞
--------------------------------------【イベント】
◆2 月 5 日（月）〜6 日（火） 「新之助」の寿司＆越後の地酒を味わう！（ブリッジにいがた）
http://n-hatsu-r.com/archives/type/outside
【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！】
◆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 11 日（日・祝） 京都市×会津若松市×新潟市コラボイベント「三都酒処住んでる気分」
（丸の内）
https://www.paymentform.jp/events/jncgx4ixsy
◆2 月 18 日（日） にいがた暮らしセミナー「テーマ：古民家」
（ブリッジにいがた）
http://niigatakurashi.com/
◆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

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/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/
◆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。

