新潟市サポーターズ倶楽部メールマガジン（2016/12/01 号）
こんにちは！新潟市サポーターズ倶楽部事務局です。
「米どころ新潟」の存在感が際立ってます！
新潟市では、平成 26 年に国から農業特区に指定されたことにより、様々な企業から農業分野に参加いただいています。現在、
企業等を交えた大規模農業経営が可能になったことにより設立された「ローソンファーム新潟」で生産された「ローソンファー
ム新潟のコシヒカリおにぎりセット」と「新潟県産こしひかり 2kg」が発売されています。「おにぎりセット」は関東・甲信越エ
リアのローソン全店で、「こしひかり 2kg」は全国のローソンストア 100 全店でお買いお求めいただけます。
また、新潟県が開発した新潟米の新品種「新之助（しんのすけ）」も栽培開始から２シーズン目を迎え、地元でも売り切れる程
の人気ぶりです。新潟県の首都圏アンテナショップである表参道新潟館ネスパスの「静香庵」では年間を通じてご賞味いただけ
ます。
新米があふれる季節、新潟の新米をぜひ皆さま、ご賞味ください！！
--------------------------------------◆ 倶楽部からのお知らせ（会員の皆様へ）
--------------------------------------・第 13 回新潟フレンズパーティーを 1 月 18 日（水）ホテルオークラ東京（別館）で開催！
会員の皆様に案内状を送付いたしました。ぜひご参加ください！（1 月 6 日締め切り）
・サポーターズ倶楽部オリジナルピンバッチをご希望の方にプレゼント！（おひとり様 1 個まで）
新潟市の PR としてぜひご活用ください！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/news/pinbadge.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！
---------------------------------------------◆ 注目トピックス【2016 年 12 月- 2017 年 1 月】
---------------------------------------------・「大和デパート 記憶と希望〜まちへ行こう〜展」
12 月 16 日（金）〜12 月 25 日（日）
：旧大和新潟店 2 階
今から 6 年前、2010 年に古町 7 番街の一角にあった大和新潟店が閉店し、新複合ビル建設のため、今年度解体予定となってい
ます。
旧大和デパートの建物が解体工事されるこの機会に、
「かつての古町、大和デパートの思い出、生活の 場 を見つめなおし、街の再生に向けた提案をする展覧会」
を 12 月 16 日（金）から 12 月 25 日（日）の 10 日間、旧大和新潟店 2 階で開催します！
あの大和デパートのシンボル「ダンシング・ラビット」も帰ってきます！！
思い出のたくさん詰まった大和デパート、ご家族と懐かしいあの頃の記憶を蘇らせてみませんか？
また、展覧会開催にあたり、会場整備や展示作品準備などの活動支援金を、クラウドファンディングにて募集しています。
是非、ご支援をお願いいたします。
https://camp-fire.jp/projects/view/15123
「資料提供:大和 50 年のあゆみ」
----------------＜イベント情報＞
----------------・12 月 1 日（木）〜3 月 31 日（金）第 25 回 にいがた冬・食の陣（当日座：2 月 11 日（祝土）
、12 日（日）
）
http://www.shokuno-jin.com/
・12 月 4 日（日）第 21 回 かもん！潟東カモねぎまつり
http://www.city.niigata.lg.jp/nishikan/index.html
・12 月 9 日（金）〜2 月 14 日（火）NIIGATA 光のページェント
http://niigata-hikari.jp/
・1 月 21 日（土）開催「第 29 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〜」
新潟市中心街の各会場で一日中ジャズライブが繰り広げられるイベントです。
1 日フリーパスチケットで，該当日の全ての会場のライブが観放題です！
http://www.niigata-jazzstreet.com/index.php
★新潟市イベントカレンダー★
https://www.nvcb.or.jp/tanoshimu/eventcalendar.html

----------------＜観光施設情報＞
----------------【新潟市美術館】http://www.ncam.jp/
・〜12 月 25 日（日）コレクション展Ⅱ 美術のモト―てん・せん・めん
・〜1 月 15 日（日）アンパンマンとやなせたかし展
【新津美術館】http://www.city.niigata.lg.jp/nam/
・〜12 月 25 日（日）西区の隠れた名品展・新津美術館所蔵品展
・1 月 4 日（水）〜1 月 14 日（土）第 13 回新潟教育アート展
【新潟市歴史博物館（みなとぴあ）】http://www.nchm.jp/index.html
・12 月 10 日（土）〜1 月 29 日（日）近世黎明―堀直寄と新潟展
【いくとぴあ食花】http://www.ikutopia.com/
・〜2 月 12 日（日）グローイングイルミネーション
・12 月 23 日（金・祝）〜25 日（日）クリスマスフェスタ
【新潟市マンガ・アニメ情報館】http://museum.nmam.jp/
・12 月 3 日（土）〜1 月 9 日（月・祝）「あんさんぶるスターズ！ Welcome to Festa!」
【新潟市マンガの家】http://house.nmam.jp/
・〜12 月 6 日(火)「BELNE マンガ家 40 周年記念」展
・前期展：12 月 8 日（木）〜2 月 7 日（火）、後期展：2 月 9 日（木）〜4/11（火）
「山上たつひこ原画展 〜『文藝別冊 山上たつひこ』
（河出書房新社）出版記念〜 新潟展
【新潟市文化財 旧小澤家住宅】http://www.nchm.jp/ozawake/index.html
・〜2 月 12 日（日）ボランティア企画「上大川前通を調べる」展
【旧齋藤家別邸】http://saitouke.jp/
・1 月 4 日（水）〜29 日（日）新春 縁起物展
【北方文化博物館】http://www.hoppou-bunka.com/top.html
★その他 主な観光施設★
・ビュー福島潟
http://www.pavc.ne.jp/~hishikui/index.html
・新津鉄道資料館
http://www.ncnrm.com/
・新潟市水族館（マリンピア日本海）
http://www.marinepia.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＞
--------------------------------------【注目イベント】
・12 月 2 日（金）〜4 日（日）新潟市フェア（会場：越谷 イオンレイクタウン mori）
http://www.aeon-laketown.jp/mori/
・12 月 7 日（水）〜12 日（月）第 18 回とびっきりの新潟展（会場：日本橋三越）
http://mitsukoshi.mistore.jp/onlinestore/shops/niigata/?rid=15298467ffd84f9f9c79936c1e5b74c2
【移住イベント】
・12 月 17 日（土）にいがた暮らしセミナー（会場：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】（チケット好評発売中！）
・2 月 9 日（木）〜12 日（日）Noism1 新作「マッチ売りの話」＋「passacaglia」
（会場：彩の国さいたま芸術劇場）
http://noism.jp/npe/n1̲match̲passa̲saitama/
・4 月 14 日（金）〜23 日（日）高畑充希・白石加代子主演「エレクトラ」
（会場：世田谷パブリックシアター）
※1 月 21 日（土）一般発売開始
http://www.ryutopia.or.jp/schedule/17/0425t.html

【N ESPASE（ネスパス）イベント】
https://www.nico.or.jp/nespace/event.php
・12 月 2 日（金）〜4 日（日）新潟市西区いもジェンヌと冬野菜まつり
・12 月 16 日（金）〜18 日（日）冬・新潟市南区おいしさ満載便
----------------＜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
〜「食楽園」10 周年記念イベント開催中！！（クジ引き、限定酒発売、振舞酒（12 月 1 日（木）
、3 日（土）
、4 日（日））〜
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
------------------------------------------＜今月注目の食と花＞（新潟市食と花の銘産品）
------------------------------------------・西洋なし「ル レクチエ」
・食用菊「かきのもと」
・ながいも
・日本なし「新興（しんこう）」
・越王おけさ柿
・しろねポーク
・南蛮えび
・やなぎがれい
・のどぐろ
・チューリップ（切花）
・アザレア
・ボケ
・クリスマスローズ
★その他今月のお勧め産品はこちら★
http://www.city.niigata.lg.jp/business/shoku̲hana/shokutohana/meisan2/12gatuhtm.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/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/
--------------------＜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/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/

◆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。

