
新潟市サポーターズ倶楽部メールマガジン（2022/12/1 号） 

 

こんにちは！新潟市サポーターズ倶楽部事務局です。 

 

先月開設しました「新潟市サポーターズ倶楽部 LINE 公式アカウント」ですが、おかげさまで「友だち」100 人を達成しました！！ 

ご登録いただいた皆様ありがとうございます(^^)♪ 

「新潟」っぽい言葉に反応するミニ機能も搭載していますので（実はここに一番力を入れました笑）、暇つぶしにも◎ 

LINE 友だち限定のキャンペーンも絶賛開催中ですので、ご登録がまだの方も、ぜひこの機会に「友だち」登録をお願いします♪ 

 

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

＜倶楽部からのお知らせ＞ 

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

【１】LINE 開設記念 2023 プレゼントキャンペーン 

◆～12 月 9 日（金）応募締切 

新潟市サポーターズ倶楽部 LINE 公式アカウントの開設を記念して、「友だち」登録いただいた方の中から抽選で 20 名の方に、新

潟市サポーターズ倶楽部会員で写真家の中村脩さん作成の 2023 年版カレンダーをプレゼントします！ 

LINE 登録方法・応募詳細はこちらから 

https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/gaiyo/office_tokyo/ncsc/news/scline.html 

 

【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】2022 NIIGATA 光のページェント 

◆12 月 2 日（金）～1 月 31 日（火） 新潟市中央区天神（けやき通り） 

NIIGATA 光のページェントは、新潟市の冬の風物詩となった美しいイベント。 

JR 新潟駅南口、駅南（えきなん）けやき通りの約 200 本の木を、16 万個の美しいイルミネーションで飾ります。 

暖かな光をお楽しみください。 

なお、現在クラウドファンディングも実施中です！（～12 月 30 日(金)まで） 

https://niigata-hikari.jp/ 

 

【２】かもん！カモねぎまつり 

◆12 月 4 日（日） 潟東地域コミュニティセンター 

カモ猟が盛んな西蒲区潟東地区で、毎年 12 月に開催されるイベントです。 

カモ猟の解禁は 11 月 15 日。寒さが増すごとに脂がのり、特に 12 月初旬のカモは最高と言われています。 

このカモを使ったアツアツのカモ汁（ごはん付き）は前売り券での販売となります。 

カモ猟器具の展示や、ふるまいもちもあります。 

https://niigata-kankou.or.jp/event/3276 

 

【３】クリスマスフェスタ 2022 

◆12 月 17 日（土）・18 日（日） いくとぴあ食花 

各施設で、クリスマスにちなんだ様々なイベントをご用意してみなさまをお待ちしております。 

何かを作ったり、遊んだり、ちょっと早いクリスマスをいくとぴあでぜひお楽しみください。 

また、クリスマスフェスタの 2 日間は、各施設にクリスマス限定のフォトスポットを設置します。 

開催中のウィンターイルミネーションとあわせて、クリスマスの思い出作りにぜひご利用ください！ 

http://www.ikutopia.com/event/%e3%81%84%e3%81%8f%e3%81%a8%e3%81%b4%e3%81%82%e9%a3%9f%e8%8a%b1%e3%82%af%e3%83%aa%e3

%82%b9%e3%83%9e%e3%82%b9%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%b9%e3%82%bf2022/ 

 

【４】新潟市若手料理人コンテスト 2022 

◆アンケート応募期間：12 月 19 日（月）～1 月 10 日（火） 

4 回目の開催となる今回のテーマは、「南蛮エビと新潟市産農産物を使って表現する新潟市の冬」！ 

今までのファイナリストには、全国規模のコンテストで優秀な成績を収めた方もいらっしゃいます。 

アンケートで「一番食べたいと思った料理」を回答いただいた方の中から、抽選で 5 名の方にグランプリ受賞者のお店で使える

食事券（1 万円分）を、20 名の方に新潟市産農産物をプレゼントします！ 

詳細は下記ホームページをご覧ください！ 

https://www.city.niigata.lg.jp/business/shoku_hana/shokubunkasozo/youngchefcontest2022.html 

 

 

＞＞＞＞ 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://www.city.niigata.lg.jp/shisei/gaiyo/office_tokyo/ncsc/news/scline.html
http://www.facebook.com/ncsc.jp
https://niigata-hikari.jp/
https://niigata-kankou.or.jp/event/3276
http://www.ikutopia.com/event/%e3%81%84%e3%81%8f%e3%81%a8%e3%81%b4%e3%81%82%e9%a3%9f%e8%8a%b1%e3%82%af%e3%83%aa%e3
https://www.city.niigata.lg.jp/business/shoku_hana/shokubunkasozo/youngchefcontest2022.html
https://www.nvcb.or.jp/events


https://gurutabi.gnavi.co.jp/al15100/ 

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

＜首都圏の新潟市関連トピックス＞ 

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

【１】冬の新潟市南区「おいしさ満載便」  

◆12 月 16 日（金）～18 日（日） 表参道・新潟館ネスパス 

新潟市南区の観光農園より幻の西洋なし「ル レクチエ」をはじめ、日本なし「新興」や「きのこ」を数量限定で販売いたします。

大人気「きのこ汁」もご用意しております。 

南区伝統の和凧やお菓子も取り揃えて皆様のお越しをお待ちしております。 

12/17.18 は果樹担い手就農相談会も開催しております。農業に興味がある方ぜひお越しください。 

https://www.nico.or.jp/nespace/event.php 

 

 

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

＜U・I・J ターン＆就職情報＞ 

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

【１】2024 年以降の大学卒業者向け、官民合同説明会 

◆12 月 20 日（火）14：00～16：30 オンライン開催（Zoom ミーティング） 

新潟市と東京海上日動火災保険、新潟日報社の 3 者合同による「第２回 新潟で働く！就活オンラインフェス」を開催します。 

各者の採用担当によるパネルディスカッションや、若手職員・社員との座談会を実施します。 

これからの就活を控えた大学 1～3 年生を対象に幅広く参加できます。 

詳細・お申込みは下記 URL から。12 月 13 日（火）締切です。 

https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/soshiki/saiyo/shokuinsaiyo/syokuinsaiyoannai/saiyosetsumeikai/R04-

onlinefes.html 

 

【２】新潟市西蒲区ワーケーションモニターツアー 参加者募集 

◆申込期間：12 月 12 日（月）～1 月 25 日（水） 

西蒲区では、自然豊かな環境や観光素材を活用したワーケーションを推進し、交流人口・関係人口の拡大を図るとともに、 

移住・定住政策につなげるため、西蒲区ワーケーションモニターツアーを開催します。 

・企業向けツアー：2 月 15 日（水）～17 日（金）2 泊 3 日 

・家族向けツアー：2 月 25 日（土）～26 日（日）1 泊 2 日 

https://www.city.niigata.lg.jp/nishikan/torikumi/seisaku/nishikantours2022.html 

 

【３】新潟市南区「果樹担い手就農相談会」 

◆12 月 17 日（土）～18 日（日） 表参道・新潟館ネスパス 2 階 にいがた U ターン・新潟暮らし相談窓口 

冬の新潟市南区「おいしさ満載便」の開催に合わせて、果樹農家に興味のある方を対象に就農相談会を開催します。 

南区の美味しい果物をネスパス 1 階でご覧になったあと、果樹栽培や農業に興味を持たれた方は 2 階にお越しいただき、 

南区での就農にむけた相談窓口をご利用ください。事前予約は不要ですのでお気軽にご相談ください。 

https://niigata-agri.or.jp/index.html 

https://niigata-agri.or.jp/pdf/20221031.pdf 

 

【４】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 

 

【５】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 

 

【６】潜在保育士再就職準備金貸付について 

新潟県では、保育士資格を有する方で保育士として勤務していない方の就職支援を図るため、 

再就職のための準備に必要な費用を貸付けます。  

貸付けの決定を受けた地域（新潟県内の新潟市以外と新潟市内のいずれか）で、 

2 年間保育士として引き続き従事した場合は、貸付金の返還が免除となります。 

https://www.fukushiniigata.or.jp/job/hoikushi/ （新潟県社会福祉協議会ページ） 

 

 

＞＞＞＞ 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」 

https://gurutabi.gnavi.co.jp/al15100/
https://www.nico.or.jp/nespace/event.php
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https://niigata-agri.or.jp/index.html
https://niigata-agri.or.jp/pdf/20221031.pdf
https://iju.niigata.jp/news/7399_ijushienkin
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kodomokatei/jinzaikakuho.html
https://www.fukushiniigata.or.jp/job/hoikushi/
http://iju.niigata.jp/
http://niigata-shigoto.jp/


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。 
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