
新潟市サポーターズ倶楽部メールマガジン（2022/7/1 号） 

 

こんにちは！新潟市サポーターズ倶楽部事務局です。 

 

お待たせいたしました！ついに新潟市サポーターズ・グランドパーティ開催が決定です！！ 

新型コロナウイルス感染症の影響により、延期・中止が続いていたグランドパーティですが、 

2019 年以来、３年ぶりの開催となります+.ｄ(･∀・*)♪ﾟ+.ﾟ 

 

「新潟から元気をお届け」をテーマに、参加者の皆さまが元気になるような企画を準備しております！ 

真夏の夜に新潟を感じるひととき☆彡 

是非奮ってお申込みください(^O^)／ 

 

 

------------------------------------------------------------ 

＜倶楽部からのお知らせ＞ 

------------------------------------------------------------ 

【１】「新潟市サポーターズ・グランドパーティ 2022」開催 

◆日時 8 月 2 日（火）18 時 30 分～20 時 30 分（開場 18 時 00 分） 

◆会場 都市センターホテル 3 階 コスモスⅠ（東京都千代田区） 

◆定員 先着 60 名 

◆参加費 5,000 円 

◆申込 サポーターズ倶楽部 HP 内申込フォーム、または案内状にある参加申込書にて FAX、郵送にてお申込みください。 

◆ゲスト・元宝塚歌劇団月組組長、西区かがやき大使 越乃リュウさん 

・元アルビレックス新潟 GK、（株）アルビレックス新潟・営業部 野澤洋輔さん 

    ・アルビレックスチアリーダーズ 

◆司会 新潟お笑い集団 NAMARA 森下英矢さん 

◆内容 〇開会あいさつ 

    〇越乃リュウ 特別ステージ 

〇チアリーダーズパフォーマンス 

    〇野澤洋輔 トークライブ 

〇お楽しみ抽選会  

〇各区役所等の PR タイム  ほか 

 

新潟市サポーターズ・グランドパーティは新潟市の魅力発信を目的としたパーティです。 

サポーターズ倶楽部会員の方はもちろん、新潟市に縁のある方、新潟市にご興味のある方など、 

どなたでもご参加いただけます。ご同伴の方も大歓迎です(^^)(^^♪ 

 

＜詳細・申し込み＞ 

http://www.city.niigata.lg.jp/shisei/gaiyo/office_tokyo/ncsc/news/grapa2022annai.html 

＜応募締め切り＞ 

2022 年 7月 22 日（金）まで 

 

 

【２】サポーターズ倶楽部 Facebook ページで“旬のにいがた情報”随時配信中です！ 

「いいね！」をよろしくお願いします！(^^)ゞ 

http://www.facebook.com/ncsc.jp 
 

 

------------------------------------------------------------ 

＜市内の注目トピックス＞ 

------------------------------------------------------------ 

【１】令和 4 年度新潟まつり、３年ぶり開催！ 

◆8月 5日(金)～7日(日)   
新型コロナウイルスの感染拡大により 2年連続中止となっていた「新潟まつり」が開催されます！ 

感染症対策を講じ規模を縮小しての開催となりますが、「大民謡流し」、「住吉行列」、「お祭り広場」はもちろん、 

最終日には花火ショーも行われます。新潟の夏を彩る一大イベント、是非足をお運びください♪ 

また、新潟まつりを応援していただける皆様からのご協賛を募集しています！ 

3 年ぶりの新潟まつり開催を盛り上げるべく、ぜひとも、ご協賛をお願いします！！！！！ 

新潟まつり公式ＨＰ http://niigata-matsuri.com/ 

協賛お申込みフォーム https://niigata-matsuri.com/form/ 

 

【２】にいがたを贈ろう！新潟市産の農水産物送料応援キャンペーン 

◆～令和 5年 1月 31 日（火）まで（予算が無くなり次第終了） 

令和 2年度に実施し、好評だったキャンペーンがパワーアップして開催中(*’▽’) 

今回の対象品目は新潟市産の「米」「野菜」「果物」「畜産物・水産物（加工品含む）」と大幅拡大！ 

新潟市内の対象店舗で税込 3,000 円以上ご購入いただくと、なんと税込 4,000 円までの送料を新潟市が支援します。 

対象店舗にはオンラインショップもあるので、首都圏の皆様のご利用も可能です。 



新潟市の「美味しい」をお得に楽しむチャンス、ぜひともお見逃しなく！ 

詳細は特設サイトをチェック→ https://niigatawo-okuro.com/ 

 

【３】サマーイルミネーション 2022 

◆7 月 16 日（土）～9月 19 日（月・祝） いくとぴあ食花 

新潟三大サマーイルミネーションの一つ、いくとぴあ食花のサマーイルミネーションが今年も開催されます。 

テーマは「和・夏祭り」。錦鯉のアクアリウムや縁日、フリーマーケットの開催などイベントも予定しています。 

夏の帰省の際にぜひお立ち寄りください。 

http://www.ikutopia.com/event/いくとぴあ食花-2022-summer-illumination-2/ 

 

【４】田島征三 アートのぼうけん展 

◆7月 30 日（土）～9月 25 日（日） 新津美術館 

従来の概念を打ち破る「絵本」や「アート」の可能性を追求し続ける田島征三。 

20 代より数々の絵本賞を受賞しながらも、自己の作風を革新し続けてきました。 

本展では代表的な絵本原画に、油彩画や版画などを加えた 250 余点を展示し、 

半世紀以上に及ぶ田島征三の創作世界の全貌を紹介します。 

https://www.city.niigata.lg.jp/nam/ 

 

【５】第 38 回新潟シティマラソン 2022、４年ぶりの開催！ 

◆10 月 9日（日） 

新潟市の一大スポーツイベント「新潟シティマラソン」を開催します!(^^)! 

今大会では 2019 大会エントリー者優先受付等の規定がありますが、 

4 年ぶりの開催を盛り上げるべく、「マラソン」「ファンラン」に加え、 

障がいの有無や年齢を問わず気軽に参加できる 

新種目「ユニバーサルラン」も実施します。 

新潟らしい水辺の景色や、にいがた 2km 周辺の中心市街地をのぞみながら 

爽やかな秋の１日を駆け抜けてみてはいかがですか？ 

「マラソン」「ファンラン」一般受付：7月 13 日（水）正午より 

「ユニバーサルラン」アーリーエントリー：7月 27 日（水）正午より  

https://runfes-niigata.com/ 

 

 

＞＞＞＞ その他イベント情報はコチラから ＜＜＜＜ 

◆新潟市観光イベントカレンダー 

https://www.nvcb.or.jp/events 

 
◆新潟市×ぐるなび×ぐるたび「にいがた食と観光ナビページ」 
https://gurutabi.gnavi.co.jp/al15100/ 

 
 

------------------------------------------------------------ 

＜首都圏の新潟市関連トピックス＞ 

------------------------------------------------------------ 

【１】りゅーとぴあ×世田谷パブリックシアター『住所まちがい』 

◆9月 26 日（月）～10 月 6 日（木） 世田谷パブリックシアター 

極限状態で展開される会話の妙による上質な喜劇。 

現代イタリア劇作家ルイージ・ルナーリの代表作『住所まちがい』の翻訳上演を行います。 

りゅーとぴあ、世田谷パブリックシアターの共同主催企画です。 

白井晃演出。仲村トオル、田中哲司、渡辺いっけい、朝海ひかると技巧派俳優陣が揃い、 

それぞれの目的を持って同じ場所に偶然居合わせた３人の男性と、 

物語の鍵を握る謎の女性の不思議な一夜を描きます。 

本邦初演、是非ご期待ください！ 

チケット一般発売：7月 24 日（日）10 時 00 分～ 

https://setagaya-pt.jp/performances/20220910three-on-the-seesaw.html 

 

 

------------------------------------------------------------ 

＜U・I・Jターン＆就職情報＞ 

------------------------------------------------------------ 

【１】新潟 IPC 財団、プロジェクトマネジャーを募集中です！ 

◆募集期間 ～7月 15 日（金） 

公財）新潟市産業振興財団（新潟 IPC 財団）は、新潟市の産業の振興と活性化をミッションとし、 

経営相談をはじめ、ワークショップや商品開発、販路開拓、創業相談など、 

多種多様なサービスで中小企業をサポートしています。 

“新しいビジネスを生み出したい”、“持続・継続していくために挑戦したい” 

中小企業のそんな想いをサポートするプロジェクトマネジャーの仕事に興味・関心があって、 

熱意を持って取組んでいただける方の応募をお待ちしています。 



申込方法や詳しい内容については下記 HP をご覧ください。 

https://niigata-ipc.or.jp/news/17562/ 

 

【２】新潟市移住支援金の申請について 

新潟市では、東京圏から新潟市への移住・定住促進及び中小企業等における 

人手不足の解消を目的として、東京 23 区等から要件を満たして移住した方に 

移住支援金を交付します。 

https://iju.niigata.jp/news/7399_ijushienkin 

 

【３】新潟県保育人材確保支援事業移住支援金について 

新潟県では、保育人材の確保を図るため、 

東京圏（東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県）から県内に移住し、 

保育士として就業された方（令和５年４月１日までに移住・就業予定の方を含む）に対し、 

移住支援金を支給します。 

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kodomokatei/jinzaikakuho.html 

 

 

＞＞＞＞ その他 U・I・J ターン情報はコチラ ＜＜＜＜ 

◆新潟市移住・定住情報サイト「HAPPY ターン」 

http://iju.niigata.jp/ 
◆新潟市就職応援サイト「にいがたで働こう」 

http://niigata-shigoto.jp/ 
◆新潟市職員採用サイト「新潟市職員おしごとガイド」 

http://www.city.niigata.lg.jp/saiyou/ 

 

 

------------------------------------------------------------- 

＜オススメ＆募集情報＞ 

------------------------------------------------------------- 

◆「にいがた BUNKA WAON」が Apple Pay に対応しました！ 

「にいがた BUNKA WAON」でお買い物をすると、日本全国から新潟市の芸術文化活動を応援いただけます！ 

Apple Pay の場合は無料で発行できます！ぜひご利用ください。 

https://www.city.niigata.lg.jp/kanko/bunka/shinko/niigatabunkawaon.html 

◆ふるさと新潟市応援寄附金（ふるさと納税）募集中！ 

http://www.city.niigata.lg.jp/shisei/seisaku/jigyoproject/furusatokifukin.html 
◆自慢しよう！新潟市魅力発見サイト「ガタプラ」 

https://iju.niigata.jp/gatapra/ 

◆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 
◆新潟市ホームページのバナー広告募集中！ 

http://www.city.niigata.lg.jp/business/kokoku/bannerbosyu/bana-.html 
◆新潟空港ファンクラブ 会員募集中！ 

http://www.niigata-airport.gr.jp/fan_club/ 
◆りゅーとぴあ（新潟市民芸術文化会館）ってどんなところ ※紹介動画あり 

https://www.ryutopia.or.jp/information/introduction/ 

◆Noism 活動支援会員（法人・個人）随時受け付け中！ 

http://noism.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 
◆サポーターズ倶楽部公式サイト 

https://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-City2/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。 


