新潟市サポーターズ倶楽部メールマガジン（2018/04/04 号）
こんにちは！新潟市サポーターズ倶楽部事務局です！
すっかり春めいてきた今日この頃・・・むしろ夏日もちらほらですね。
新潟ではゴールデンウィーク頃までファンヒーターが片付けられない年もありますが、4 月初旬のこの暖かさは本当に驚きデス
^^;
さて、今年も出会いと別れの季節がやってまいりました。事務局メンバーも 2 名が入れ替わり、新たなスタートを切っておりま
す。
そんな中、早速、今月 26 日（木）には、グランドパーティー（旧グランドミーティング）を開催いたします！
新潟開港 150 年の歴史が育んだ伝統芸能・古町芸妓の舞を都内でご覧いただける、大変貴重な機会となっております。
お申込み締切は 4 月 19 日（木）まで！定員は先着 120 名様となっておりますので、お申し込みはお早めにお願いいたします(^^)/
-------------------------＜倶楽部からのお知らせ＞
-------------------------【1】4 月 26 日（木）に、新潟市サポーターズ・グランドパーティー（旧グランドミーティング）を開催します！
http://www.city.niigata.lg.jp/shisei/gaiyo/office̲tokyo/ncsc/news/office̲tokyo̲sc̲gp.html
【2】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＞
--------------------------------------◆4 月 18 日（水）正午より 新潟シティマラソン一般枠エントリー開始！！
http://www.runfes-niigata.com
◆4 月 1 日（日）より好評発売中！ 〜新潟のおいしい！を楽しむ旅 レストランバス 2018〜
https://www.city.niigata.lg.jp/business/shoku̲hana/shokubunkasozo/gastronomy-tourism.html
◆新潟市・ぐるなび・ぐるたび「新潟イベントカレンダー」春のイベント・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。
春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≫春爛漫！！新潟市内のお花鑑賞イベント
-------------------------------------------―― 梅 ――
◆〜4 月 8 日（日） かめだ梅まつり（江南区 江南区役所など）
http://www.city.niigata.lg.jp/event/shi/event̲konan/kameda̲umematsuri.html
―― 桜 ――
◆4 月 6 日（金）〜5 月 6 日（日） にいがた春咲きフェスタ 2018（中央区
https://www.nvcb.or.jp/eventcalendar/000303.html

信濃川左岸やすらぎ堤）

◆4 月 12 日（木）〜14 日（土） 「夜桜」しだれ桜観桜会（東区 じゅんさい池公園）
http://www.city.niigata.lg.jp/higashi/about/spot/sakura.html#cmsC8F9F
◆4 月 12 日（木）〜18 日（水） 白山神社春まつり（中央区
http://www.niigatahakusanjinja.or.jp/

新潟総鎮守白山神社）

◆4 月 14 日（土） 信濃川ウォーターシャトル さくらクルーズ（中央区
http://www.watershuttle.co.jp/
◆〜4 月 30 日（月・振） 第 38 回新潟とやの湖桜まつり（中央区
http://niigata-minamishoko.com/

萬代橋西詰発着）

鳥屋野潟・弁天橋周辺）

―― チューリップ ――
◆4 月 18 日（水）〜5 月 1 日（火） 2018 年萬代橋チューリップフェスティバル（中央区
http://niigata-kankou.or.jp/sys/data?page-id=1876
◆4 月 20 日（金）〜5 月 6 日（日） チューリップウィーク 2018（西区
http://furusatomura.pref.niigata.jp/activity/4656.html

新潟ふるさと村）

JR 新潟駅万代口〜萬代橋）

◆4 月 28 日（土）〜5 月 6 日（日） GW フェスティバル 2018（西区
http://furusatomura.pref.niigata.jp/activity/4659.html

新潟ふるさと村）

◆4 月 29 日（日・祝）〜 2018 にいがた花絵プロジェクト（中央区
http://niigata-hanae.jp/

JR 新潟駅南口広場）

------------------------＜新潟市内イベント情報＞
------------------------◆4 月 14 日（土）〜15 日（日） アート・ミックス・ジャパン
http://artmixjapan.com/
◆4 月 29 日（日・祝） に い が た カ ナ ー ル 彩
http://www.niigata-kankou.or.jp/sys/data?page-id=1877
◆5 月 3 日（木・祝）〜5 日（土・祝） 信濃川感謝祭 2018 やすらぎ堤川まつり
https://www.nsttv.com/
◆5 月 5 日（土・祝） 第 8 回新潟クラシックストリート
http://www.niigata-classicstreet.com/
◆5 月 28 日（月）〜6 月 2 日（土） 古町花街ぶらり酒
http://www.furumachi-kagai.com/

第 11 弾

☆参加者募集中☆
◆新潟駅発着日帰りバスツアー「新潟ふうど探訪の旅」
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.niigata-kankou.or.jp/sys/data?page-id=13698
☆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/eventcalendar/
------------------------＜新潟市内観光施設情報＞
------------------------【新潟市美術館】http://www.ncam.jp/
◆〜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
◆4 月 14 日（土）〜6 月 10 日（日） 滋賀県立近代美術館所蔵 小倉遊亀 絵筆にこめた愛
【新潟市新津美術館】http://www.city.niigata.lg.jp/nam/
◆4 月 7 日（土）〜5 月 20 日（日） 足立美術館所蔵 横山大観と近代日本画名品展
◆4 月 7 日（土）〜5 月 20 日（日） コレクション展Ⅰ 描かれた女性たち
【いくとぴあ食花】http://www.ikutopia.com/
◆4 月 29 日（日・祝）〜30 日（月・振） 春いくフェスタ
【新潟市マンガ・アニメ情報館】http://museum.nmam.jp/
◆4 月 7 日（土）〜5 月 13 日（日） ガールズ＆パンツァー博覧会
【新潟市マンガの家】http://house.nmam.jp/
◆〜4 月 10 日（火） 聖悠紀 超人ロック生誕 50 周年展 Part4
◆〜4 月 10 日（火） 第 20 回にいがたマンガ大賞作品展
【新潟市文化財 旧小澤家住宅】http://www.nchm.jp/ozawake/index.html
◆4 月 28 日（土）〜5 月 6 日（日） GW 特別展示−小澤家ゆかりの品々−
◆4 月 28 日（土）〜5 月 13 日（日） 端午の節句飾り展
◆5 月 19 日（土）〜6 月 10 日（日） むかしの教科書展−小澤家ゆかりの品々−
【新潟市水族館 マリンピア日本海】http://www.marinepia.or.jp/
◆〜4 月 8 日（日） 企画展示「深海には何がある？水中探査機で見た日本海」
【水の駅 ビュー福島潟】http://www.pavc.ne.jp/~hishikui/index.html
◆〜5 月 6 日（日） 第 24 回福島潟フォトコンテスト入賞作品展
◆5 月 12 日（土）〜6 月 10 日（日） 風景の中の鳥たち 東郷なりさの作品展

◆〜6 月 3 日（日）

はるの福島潟で・陶岡﨑作品展

【しろね大凧と歴史の館】http://www.shiteikanrisha.jp/ootako/index.html
◆〜4 月 15 日（日） 写真展「白根大凧合戦 −心太助組 秘伝 新綱作り」
★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/
○新津鉄道資料館
http://www.ncnrm.com/
--------------------------------------＜首都圏開催の新潟市関連情報＞
--------------------------------------【観光イベント】
◆5 月 4 日（金・祝）〜5 日（土・祝） 渋谷フラワーフェスティバル 2018
NIIGATA NIPPON NO.１(ONE) キャンペーン 〜食と花の新潟市 南エリアからギフトフェア〜
【プレス発表会】
◆4 月 24 日（火） 水と土の芸術祭 2018 プレス発表会（SYD ホール／千駄ヶ谷）にて開催します。
アートだけでない、新潟の水と土の魅力を発信します。
【店舗オープン】
◆新潟市西蒲区の「カーブドッチワイナリー」と代官山のビストロ「Ata」がコラボしたレストラン『Varmen』が東京ミッドタウ
ン日比谷にオープンしました！！
http://www.docci.com/shop/varmen/
【移住・就職】
◆4 月 7 日（土） 新潟市 HAPPY ターン相談会（ネスパス）
http://iju.niigata.jp/news/5588̲0407soudan
◆平成 30 年度新潟市職員採用試験総合案内配布中！（新潟市東京事務所窓口にも設置しています！）
http://www.city.niigata.lg.jp/shisei/soshiki/saiyo/shokuinsaiyo/syokuinsaiyoannai/index.html
【りゅーとぴあ首都圏公演】（チケット好評発売中！）
◆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/
◆9 月 14 日（金）〜16 日（日） 劇的舞踊 vol.4 Noism1×SPAC『ROMEO& JULIETS』（彩の国さいたま芸術劇場）
http://noism.jp/npe/n1̲spac̲romeo̲juliets̲saitama/
----------------＜オススメ情報＞
----------------◆新潟暮らしのいいね！が見られる「＃新潟グラマー」
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」
購入型クラウドファンディング「にいがた、いっぽ」へのご支援・ご協力をお願いいたします。
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！
記念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。
http://nii-port.com/participation/#kifu
◆5 月 11 日（金）必着！
〜新潟とあなたへの未来の懸け橋！〜 第 9 代にいがた観光親善大使募集中
https://www.nvcb.or.jp/whatsnew/000333.html
◆「新潟空港ファンクラブ」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/jigyoproject/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
◆新潟市就職応援サイト「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。

