新潟市サポーターズ倶楽部メールマガジン（2016/07/01 号予定）
新潟市サポーターズ倶楽部事務局です。
皆さんもご存知のとおり，6 月 18 日（土）にＡＫＢ総選挙が新潟市内の HARD OFF ECO スタジアム新潟で開催されました！
約 3 万人の方が来場され，新潟市内は大変な盛り上がりを見せました。これをきっかけに新潟を知っていただき，新潟ファンが
増えてくれると嬉しい限りです。
さて，話題は変わりますが，いよいよ夏の季節がやってきます。新潟市内でも各地で 祭り が開催されます。前回の臨時号
でご連絡しましたが，今年は，都内でもサポーターズミーティングで 新潟の祭り を開催！！茶豆や地ビールはもちろんのこ
と，夏の新潟の旬の食材を多数ご用意いたします。下記リンク先よりお申込みください！！
また，7 月 4 日（月）より新潟シティマラソン 2016（10 月 9 日（日）開催）のエントリーが開始されます！！来年より新コー
スでの開催が予定されています。現在のコースを走れるのは今年が最後？お早目にお申込みください！
（私は昨年フルマラソンの部に出場し，制限時間残り 8 分でなんとか完走できました・・・・）
--------------------------------------◆ 倶楽部からのお知らせ（会員の皆様へ）
--------------------------------------・今年もサポーターズミーティング開催します。今年のテーマは，「祭りだ！茶豆だ！地ビールだ！新潟の夏を楽しもう！！！」
日時：7 月 29 日（金）午後 6 時 30 分〜午後 9 時 00 分
場所：ジョン万次郎 アトレ信濃町店（東京都新宿区信濃町 34 ｱﾄﾚ信濃町 1F）
★申込みはこちら
http://www.city.niigata.lg.jp/shisei/gaiyo/office̲tokyo/ncsc/news/meeting.html
・会員「2,000 人計画」入会キャンペーン第１弾始動！！もうすぐ会員 2,000 人！どしどしご紹介ください。
http://www.city.niigata.lg.jp/shisei/gaiyo/office̲tokyo/ncsc/news/2000nyuukai1.html
・サポーターズ倶楽部の名刺がリニューアル！
新しく「新潟暮らし創造運動」と「smart wellness city にいがた」がロゴの仲間入り！
http://www.city.niigata.lg.jp/shisei/gaiyo/office̲tokyo/ncsc/kaiinnmukesurvice/meishi.html
・「新潟市サポーターズ倶楽部 新規入会ページ」
http://www.city.niigata.lg.jp/shisei/gaiyo/office̲tokyo/ncsc/touroku/touroku.html
・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！
http://www.facebook.com/ncsc.jp
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！
-----------------------------------------------◆ 新潟市関連ニュース【2016 年 7 月- 8 月】
------------------------------------------------------------・全国初のレストランバスが運行開始！車窓からの風景と美味しい料理を堪能しませんか。（〜7 月 31 日（日）
）
http://travel.willer.co.jp/restaurantbus/top.php
・農産物をつかったビジネスプランコンテストｉｎ南区のご案内
http://www.city.niigata.lg.jp/minami/sonota/bizcon.html
＜❀新潟古町芸妓さん情報❀＞
・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を定期的に開催しています！
「新潟花街茶屋」
http://www.nvcb.or.jp/tokushu/hanamachi/index.html
＜イチオシのイベント＞
-----------------------------------------------・首都圏移住イベント
7 月 23 日（土） 「TURNS カフェ新潟市」 3331 アーツ千代田
「食」
「美容ブライダル」「ワイン」の各分野でプロフェッショナルに活躍しているゲストをお招きし、トークセッションやグ
ループトークを行います。
http://iju.niigata.jp/
＜夏まつり情報＞
海水浴場情報はコチラ→ http://www.nvcb.or.jp/tokushu/summer/index.html
-----------------------------------------------・7 月 12 日（火） 〜7 月 18 日（月・祝）白山神社夏まつり
http://www.niigatahakusanjinja.or.jp/
・8 月 5 日（金）〜 8 月 7 日（日）2016 新潟まつり
http://niigata-matsuri.com/
・8 月 14 日（日）〜 8 月 16 日（火）護國神社 万燈みたま祭
http://www.niigata-gokoku.or.jp/
・8 月 16 日，19 日，20 日（火，金，土）にいつ夏まつり
http://www.niigata-kankou.or.jp/sys/data?page-id=1896
・8 月 20 日，21 日（土，日）第 32 回 黒埼まつり
http://www.city.niigata.lg.jp/nishi/about/saijiki/kurosaki.html

・8 月 20 日，21 日（土，日）岩室温泉まつり
http://www.iwamurokankou.com/
・8 月 24 日，25 日（水，木）松浜まつり
http://www.city.niigata.lg.jp/kita/about/fubutsu/matsufes.html
・8 月 26 日（金）かめだ祭り 大岩万燈押し合い
http://www.niigata-kankou.or.jp/sys/data?page-id=1824
＜そのほか観光イベント＞
------------------------------------------------・〜9 月 30 日（金）新潟みなと水遊記 2016 〜楽しい
http://www.niigata.pa.hrr.mlit.go.jp/10/433/

みなと〟大発見〜

・〜 10 月 2 日（日）萬代橋サンセットカフェ
http://www.niigata-kankou.or.jp/sys/data?page-id=1886
・7 月 16 日（土） 〜7 月 18 日（月・祝）新津鉄道資料館開館 2 周年記念サンクスフェア
http://www.ncnrm.com/event/thanksfair2016/
・7 月 16 日（土）〜 8 月 14 日（日）ジュラシック大恐竜展 in ときメッセ
https://www.tokimesse.com/
・7 月 16 日（土） 〜7 月 17 日（日）第 28 回 新潟ジャズストリート 〜デューク・エリントン・メモリアル〜
http://www.niigata-jazzstreet.com/
・8 月 6 日（土）2016 日本海夕日コンサート
http://www.yuuhi.net/
・8 月 20 日（土）第 14 回 萬代橋誕生祭
https://www.nvcb.or.jp/tanoshimu/eventcalendar.html
★新潟市のイベントカレンダーはこちら★
https://www.nvcb.or.jp/tanoshimu/eventcalendar.html
＜美術館，みなとぴあ，いくとぴあ，マンガ・アニメ情報館＞
----------------------------------------------------------【新潟市美術館】
・7 月 30 日（土）〜9 月 25 日（日）
「徳川家康没後四〇〇年記念 天下太平

徳川名宝展」

http://www.ncam.jp/exhibition/3350/

【新津美術館】
・〜8 月 21 日（日）
「天野喜孝展 進化するファンタジー、夢、冒険、ロマン」
http://www.city.niigata.lg.jp/nam/exhibitions/fy2016exh/amano2016.html
【新潟市歴史博物館（みなとぴあ）】
・7 月 9 日（土）〜8 月 28 日（日）「新潟みなとのまつり展」
http://www.nchm.jp/contents02̲gyoji/02̲kikaku̲201603̲top.html
【いくとぴあ食花】
・7 月 23，24 日（土，日）「夏休みこどもまつり」
http://www.ikutopia.com/
【新潟市マンガ・アニメ情報館】
・〜7 月 10 日（日）
「PSYCHO-PASS サイコパス原画展」
http://museum.nmam.jp/2016/05/20/psycho-pass/
・7 月 16 日（土）〜 9 月 19 日（月・祝）「ヱヴァンゲリヲンと日本刀展」
http://museum.nmam.jp/2016/06/16/eva̲swords/
【新潟市文化財 旧小澤家住宅】
・7 月 23 日（土）〜8 月 31 日（水）
「新潟漆器展」
http://www.nchm.jp/ozawake/
【新津鉄道資料館】
・7 月 16 日（土） 〜9 月 5 日（月）新津鉄道資料館特別展「日本海縦貫線―日本海側を結ぶ鉄道路線の今昔」
http://www.ncnrm.com/event/special̲exhibition2016/
＜スポーツ情報＞
----------------------------------------------------------・7月4日（月）エントリー開始！新潟シティマラソン2016＜10月9日（日）開催＞
http://www.runfes-niigata.com/
・7月6日（水）エントリー開始！2016新潟ヒルクライム＜9月4日（日）開催＞
http://www.city.niigata.lg.jp/kanko/sport/taikai/niigata̲hill.html

・7 月 12，13 日（火，水） 第 40 回日米大学野球選手権大会 第 1 戦・第 2 戦＜前売チケット販売中！＞
http://www.city.niigata.lg.jp/kanko/sport/taikai/the40thnitibeiyakyu/index.html
＜首都圏開催の新潟市関連イベント＆オススメ情報＞
----------------------------------------------------------【首都圏移住イベント】
・7 月 23 日（土） 「TURNS カフェ新潟市」 3331 アーツ千代田
http://iju.niigata.jp/
・7 月 31 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://iju.niigata.jp/
【りゅーとぴあ新潟市民芸術文化会館 首都圏公演情報】（チケット好評発売中！）
・7 月 1 日（金）〜3 日（日）KAAT 神奈川芸術劇場 Noism 劇的舞踊 vol.3「ラ・バヤデール―幻の国」
http://labayadere.noism.jp/
・7 月 19 日（火）〜24 日（日）草月ホール 中井貴一・宮本信子出演「檀〜もう一度、妻になれたら〜」
http://www.confetti-web.com/detail.php?tid=32250&
【オススメ情報】
★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」空港リムジンバス車内・新潟駅南口広場でも利用可能に（6 月 18 日（土）〜）
http://www.city.niigata.lg.jp/shisei/seisaku/it/free̲wi-fi/wi-fi.html
＜今月注目の食と花＞
--------------------------------------・くろさき茶豆（新潟市食と花の銘産品）
http://www.city.niigata.lg.jp/business/shoku̲hana/shokutohana/meisan2/osusume/vegetables/kurosakimame.html
・にいがた十全なす（新潟市食と花の銘産品）
http://www.city.niigata.lg.jp/business/shoku̲hana/shokutohana/meisan2/osusume/vegetables/jyuuzennasu.html
・やきなす（新潟市食と花の銘産品）
http://www.city.niigata.lg.jp/business/shoku̲hana/shokutohana/meisan2/osusume/vegetables/yakinasu.html
・新潟すいか（新潟市食と花の銘産品）
http://www.city.niigata.lg.jp/business/shoku̲hana/shokutohana/meisan2/osusume/fruit/suika.html
・トマト(大玉系）
（新潟市食と花の銘産品）
http://www.city.niigata.lg.jp/business/shoku̲hana/shokutohana/meisan2/osusume/vegetables/tomato.html
＜募集情報＞
----------------・民間企業経験者等を対象とした「小・中学校長の公募」（７月４日更新）
http://www.city.niigata.lg.jp/kosodate/gakko/saiyou/kyoshoku20140714.html
・「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://www.niigata-shigoto.jp/
・新潟市雇用促進協議会 facebook「にいがたで働こう」

https://www.facebook.com/niigata.city.koyo/
・移住を伴う創業を支援「UIJターン創業促進事業補助金」
http://www.city.niigata.lg.jp/business/shoko/sogyoshien/28uijhojyokin.html
・新潟市×ＮＧＴ４８太野彩香 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/
＜新潟市までのお得な交通情報＞
-------------------------------------------◎鉄道
・びゅう JR 東日本 HP
http://view-web-magazine.eki-net.biz/05515̲0409/#page=1
・えきねっと
https://www.eki-net.com/top/index.html
◎バス
・新潟交通 HP
http://www.niigata-kotsu.co.jp/kengaikousoku/index.shtml
・ウィラーエクスプレス HP
http://travel.willer.co.jp/st/3/ja/pc/bus/route/area.php?area=kanto
◆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
office.tokyo@city.niigata.lg.jp
公式サイト
>>倶楽部の基本情報，各種申込・登録変更等
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。

