新潟市サポーターズ倶楽部メールマガジン（2016/10/04 号）
こんにちは！新潟市サポーターズ倶楽部事務局です。
各地の気温もだいぶ下がり，過ごしやすい季節になってきました。
こんな時には、今までしたくてもできなかった事にチャレンジしてみたいものです。例えば、マラソンだったり、美術館・博
物館巡りだったり・・・皆様はどのような時間を過ごされますか。
新潟市では、この季節にピッタリのイベントを数多くご用意しております。
スポーツを楽しみたい方には、10 月 9 日（日）に開催する「新潟シティマラソン」がオススメです。
芸術に触れたい方は、10 月 15 日（土）まで開催している「BeSeTo 演劇祭 新潟」に参加されるのはいかがでしょうか。
食を楽しみたい方は、10 月 15 日（土）～16 日（日）開催の「新潟うまさぎっしり博 inJRA 新潟競馬場」にぜひお越しくださ
い。
秋の新潟市は、他にもイベントが盛りだくさんです。ぜひ新潟市で様々なイベントをご堪能ください。
--------------------------------------◆ 倶楽部からのお知らせ（会員の皆様へ）
--------------------------------------・「新潟市サポーターズ倶楽部“会員 2,000 人計画”キャンペーン」を実施中です！
10 月 31 日（月）までに新規会員をご紹介いただいた方の中から抽選で 1 名様に、新潟市産ル レクチエをプレゼント！
この機会にぜひサポーターズ倶楽部をご紹介ください。
http://www.city.niigata.lg.jp/shisei/gaiyo/office_tokyo/ncsc/news/2000nyuukai1.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 10 月- 11 月】
-----------------------------------------・10 月 9 日（日）に 1 万 2 千人のランナーが新潟市内を走る「新潟シティマラソン」が開催されます！
http://www.runfes-niigata.com/
＜イチオシイベント＞
------------------------------------------------・～10 月 15 日（土）第 23 回 BeSeTo 演劇祭 新潟
https://www.city.niigata.lg.jp/kanko/bunka/bunka_program/beseto_niigata.html
・10 月 10 日（月・祝）～30 日（日）文化庁メディア芸術祭新潟展「記憶と記録のモノ潟り」
http://www.mediaarts-niigata.com/
・10 月 20 日（木）～21 日（金）にいがた BIZEXPO2016
http://www.niigata-bizexpo.jp/
＜❀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
＜「新潟ふうど探訪の旅」参加者募集＞
・10 月 22 日（土）
，11 月 12 日（土）
，11 月 26 日（土）
，1 月 28 日（土）
http://www.niigata-fudo.jp/contents/fuudoschool/index.html
＜観光イベント＞
------------------------------------------------・～10 月 23 日（日）2016 NIIGATA オフィス・アート・ストリート
http://niigata-oas.com/
・10 月 5 日（水）～19 日（水）南区観光物産展
http://www.shironekankou.jp/event/index.html
・10 月 8 日（土）西区大農業まつり「新米・大根・ねぎの収穫祭」
https://www.city.niigata.lg.jp/nishi/torikumi/seisaku/toshinousonn/2016daikon.html
・10 月 8 日（土）～9 日（日）2016 秋の古町どんどん
http://www.niigata-furumachi.jp/
・10 月 10 日（月・祝）新潟オクトーバーフェスト 2016
https://www.facebook.com/niigataoktoberfest2016/
・10 月 15 日（土）2016 オリンピックデーラン新潟大会
http://www.n-csc.jp/contents/news/161015/index.html
・10 月 15 日（土）かぐら in 笹川邸
http://www.shironekankou.jp/event/index.html

・10 月 15 日（土）～16 日（日）新潟うまさぎっしり博 inJRA 新潟競馬場
http://www.umahaku.com/
・10 月 17 日（月）～22 日（土）古町花街ぶらり酒【第 8 弾】※あとぶらり酒は、10 月 23 日（日）～30 日（月）
http://www.furumachi-kagai.com/
・10 月 22 日（土）～23 日（日）新潟 竹あかり 花あかり 2016
http://saitouke.jp/
・10 月 29 日（土）にいつハロウィン仮装まつり
http://niitsu-halloween.com/
・10 月 29 日（土） ～30 日（日）がたふぇす Vol.7 「第 7 回 にいがたアニメ・マンガフェスティバル」
http://www.niigata-animemangafes.com/
★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】
・～12 月 25 日（日）コレクション展Ⅱ 美術のモト―てん・せん・めん
http://www.ncam.jp/exhibition/3490/
・11 月 3 日（木・祝）～1 月 15 日（日）アンパンマンとやなせたかし展
http://www.ncam.jp/exhibition/3419/
【新津美術館】
・～10 月 30 日（日）皇妃エリザベートが愛したドナウの至宝 ヘレンド展
http://www.city.niigata.lg.jp/nam/exhibitions/fy2016exh/herend2016.html
・11 月 26 日（土）～12 月 25 日（日）西区の隠れた名品展・新津美術館所蔵品展
https://www.city.niigata.lg.jp/nam/exhibitions/index.html
【新潟市歴史博物館（みなとぴあ）
】
・～11 月 27 日（日）第 13 回むかしのくらし展「体と道具」
http://www.nchm.jp/index.html
【いくとぴあ食花】
・10 月 9 日（日）～10 日（月・祝）秋の収穫感謝祭
http://www.ikutopia.com/event/
【新潟市マンガ・アニメ情報館】
・〜10 月 23 日(日) 企画展示『絵師 100 人展 06 新潟篇』
http://museum.nmam.jp/2016/08/20/eshi100_06/
【マンガの家】
・～10 月 25 日（火）放課後のプレアデス Prism Palette 展
http://house.nmam.jp/2016/09/09/pleiades/
【新潟市文化財 旧小澤家住宅】
・10 月 8 日（土）～11 月 3 日（木・祝）
「新潟仏壇」展
http://www.nchm.jp/ozawake/
【新津鉄道資料館】
・10 月 8 日（土）にいつまるごと鉄道フェスタ
http://www.ncnrm.com/event/whole_niitsu_railway_festal2016/
＜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】
・10 月 9 日（日）にいがた暮らしセミナー（ひとり親家庭）ふるさと回帰支援センター
http://iju.niigata.jp/
・10 月 22 日（土）ふるさと回帰フェア 2016 東京国際フォーラム
http://www.furusatokaiki.net/fair/2016/
・11 月 19 日（土）にいがた暮らしセミナー（市町村魅力 PR）ふるさと回帰支援センター
http://iju.niigata.jp/
・11 月 20 日（日）にいがたハッピーライフ 潟コン in 東京・六本木
http://www.furusato-niigata.com/

ベルサール泉ガーデンギャラリー

【りゅーとぴあ新潟市民芸術文化会館 首都圏公演】
（チケット好評発売中！）
・11 月 30 日（水）～12 月 4 日（日）東京芸術劇場 りゅーとぴあプロデュース「オフェリアと影の一座」

https://mtp-stage.shop-pro.jp/
【その他首都圏イベント】
・10 月 27 日（木）～11 月 1 日（火）東京ラーメンショー 2016
http://www.ramenshow.com/ramen.html
【オススメ情報】
★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
＜今月注目の食と花＞（新潟市食と花の銘産品）
--------------------------------------・食用菊「かきのもと」
・ながいも
・やなぎがれい
・南蛮えび
・巨峰
・日本なし「新高（にいたか）
」，
「新興（しんこう）
」
・いちじく「越の雫」
・おけさ柿
・アザレア
・チューリップ（切花・球根）
★その他今月のお勧め産品はこちら★
http://www.city.niigata.lg.jp/business/shoku_hana/shokutohana/meisan2/10gatuhtm.html
＜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/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/
＜市有地の売却情報＞
----------------------------------------・入札、公募中の売却情報や売却を検討中の土地一覧
https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/zaisan/baikyaku.html
＜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/05515_0409/#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/
◆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/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。

