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平成 30 年 1 月 31 日 
 報道機関 各位 

  新潟県小千谷市役所 
                               小千谷市城内 2 丁目 7 番 5 号 
                            

～雪原を彩る華麗な熱気球の祭典～ 

「第 42 回おぢや風船一揆」を開催 

 
カラフルな熱気球が、純白の雪原を鮮やかに彩る「おぢや風船一揆」は、雪の小千谷に春を呼ぶ風物詩と

なっています。 

「おぢや風船一揆」では、日本を代表する熱気球競技大会「2018 日本海カップクロスカントリー選手権」も開

催され、全国各地から約 30 機の熱気球が参加して競技が行われます。 

また、雪と触れ合いながら楽しめる「雪原イベント」も行われ、2 月 24 日（土）の夜には、熱気球と花火の光の

競演「グローバルーンフェスティバル」で、幻想的な世界が楽しめます。 

  
■熱気球競技大会「2018 日本海カップクロスカントリー選手権」（競技フライト） 

◆離陸予定日時   2 月 24 日（土） 午前 8 時、午後 2 時 

            25 日（日） 午前 8 時 

◆会場       西中会場 

 

 

 

■雪原イベント 

◆日時       2 月 24 日（土） 午前 9 時 30 分～午後 6時 30 分 

            25 日（日） 午前 9 時 30 分～午後 3時 

◆会場       平沢会場（コメリ小千谷店北側） 

◆内容       熱気球試乗体験、グローバルーンフェスティバル、スノートレイン、 

スノーチューブ、小千谷縮雪さらし、紙熱気球「ぼこ」上げ、 

各種子ども向けイベント、うまいもの広場 ほか 

  

 

■熱気球写真・絵画展 

◆日時       2 月 24 日（土）～3 月 4 日（日）午前 9時～午後 8時 

          ※2 月 26 日（月）、27 日（火）は休館となります。 

◆会場       旧小千谷総合病院エントランス（本町 1-13-33） 

◆内容       日本を代表する航空写真家「高本
たかもと

裕
ひろ

久
ひさ

」さんと、ファンタスティック・ 

アーティストとして活躍されている画家「河
こう

野里
の り

枝
え

」さんと「こうのりうすけ」

さんの 50 点以上の熱気球の作品を展示します。 

 

※少雪・荒天の場合、上記大会及びイベントの内容・スケジュール等が、変更や中止になること 

があります。その際は、改めてお知らせします。 

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市観光交流課 担当／平澤・堀澤 

TEL：0258-83-3512  FAX:0258-83-0871 E-mail：kanko@city.ojiya.niigata.jp 
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平成 30 年１月 31 日 

 報道機関各位 

新潟県小千谷市役所 

                           小千谷市城内 2丁目 7番 5号 

                            

小千谷市立図書館利用者検索用端末 

「ほんナビきっず」サービスを始めました 

 

小千谷市立図書館では、システム更新に伴い、平成 29 年 12 月 19 日から利用者検索

用端末に子ども向けのアプリケーション「ほんナビきっず」サービスを始めました。 

 この「ほんナビきっず｣は、急いで本を探すのではなく、インターネットで楽しく遊

びながら子どもの読書への興味を誘導し、子どもが自ら、本に出会うことを可能にした

新発想の読書支援サービスです。県内では小千谷市が初導入になります。 

 

■ほんナビきっず 

 ◆利用方法   〇図書館内利用者検索用端末（3 台）の子ども向けシステムから利

用できます。 

〇インターネットが利用できる端末では、小千谷市立図書館のホーム

ページにサイトの入口があります。

（http:www.city.ojiya.niigata.jp/site/library/） 

 ◆館内設置場所 利用者検索用端末は図書館 1 階（2 台）と 2 階（1 台）に設置して

います。 

◆内    容   園児から小学生まで楽しめる内容になっています。 

キャラクターと一緒にバスに乗って、本探しの旅に出かけるという

本の検索サービスです。 

        子どもが画面を選択して先に進み、その子どもにあった内容の本が、

画面上に表示されます。 

◆その他    〇大阪国際児童文学館の専門員が実際に読んで評価したお薦めの    

本が出てきます。 

〇子ども向け独自分類、独自キーワードを設定してあるので子ども 

が使用することばで本を探せます。 

〇絵本作家の長新太
ちょうしんた

さんが描いた絵本のキャラクターが、おすすめ

の本へナビゲートし、楽しみながら本に出会うきっかけ作りがで

きます。 

           

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市教育委員会生涯学習課小千谷市立図書館  

担当／久須美・町田 TEL：0258-82-2724  FAX:0258-82-8915

E-mail：tosyo-y@city.ojiya.niigata.jp 
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 本件に関するお問合せ先／小千谷市教育委員会 生涯学習課 社会教育係 担当／長谷川・林 

TEL：0258-83-0077  FAX:0258-83-0078 E-mail：syougai@city.ojiya.niigata.jp 

 
 

 

平成 30 年 1 月 31 日 

 報道機関各位 

新潟県小千谷市役所 

                           小千谷市城内 2丁目 7番 5号 

                            

楽集館企画展 小千谷に伝わる浮世絵展 15 

歌川国貞（三代豊国）「国尽
くにつくし

倭
やまと

名誉
め い よ

」後段 を開催 

 

楽集館企画展として、「小千谷に伝わる浮世絵展 15」を開催します。 

 縮の流通により、江戸と交易が盛んだった小千谷には、多数の浮世絵が伝わっており、

ひな祭りに絵紙（浮世絵）を部屋中に飾る、全国的にも珍しい風習で知られています。 

その風習を再現した「絵紙で彩る小千谷のひいな祭り」にあわせて、楽集館でも浮世絵

の展示を行います。 

 

■企画展示 

◆日時  2 月 22 日（木）～3 月 13 日（火）午前 9時～午後 5時（水曜は休館） 

◆会場  小千谷市民学習センター「楽集館」（がくしゅうかん）展示室  

     （小千谷市上ノ山 4 丁目 4番 2 号 ℡ 0258-82-8282） 

◆展示  『小千谷に伝わる浮世絵展 15 ～歌川国貞（三代豊国）「国尽倭名誉」後段～』 

◆点数  32 点    ◆入場無料  

  

前回の 8 月から 9 月にかけての企画展で、28 点の前段部分をご覧いた 

だきました。全 68 点の揃物のうち、小千谷に伝わる浮世絵は 57 点です。 

今回は、後段部分と越後に関する浮世絵や古地図などもあわせてご覧いた 

だきます。 

この揃物は、美人画と役者絵で知られる絵師・歌川国貞（1786～1864 

によるものです。全国各地の地名をタイトルとし、それにゆかりのある 

歌舞伎の登場人物が描かれています。会場には、小千谷に伝わる古地図 

「大日本道中細見記」もあわせて展示しますので、芝居の筋に思いを巡ら 

せながらの諸国漫遊を、どうぞお楽しみください。 

 
49 安芸 平相国清盛 
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平成 30 年 1 月 31 日 

 報道機関各位 

新潟県小千谷市役所 

                           小千谷市城内 2丁目 7番 5号 

 

                            

「絵紙で彩る小千谷のひいな祭り」を開催 

 

色鮮やかな絵紙（浮世絵）を部屋一面に飾る小千谷のひな祭りの風習を再現します。 

メイン会場のほか、今年は初めて小千谷駅前から小千谷 I.C までの各商店街を中心に、

各参加店が思い思いの華やかな飾り付けをしてお待ちしています。また、旧小千谷総合病

院でも特別展示を開催します。 

 

■絵紙で彩る小千谷のひいな祭り 

◆期間  2 月 24 日（土）～3月 4日（日） 

◆会場  照専寺和順会館（メイン会場）及び参加店 

◆観覧無料     ※各参加店の店先には桃色の 

ノボリが立っています。→ 

            

■照専寺和順会館（メイン会場、小千谷市平成 2-2-37） 

 メイン会場では約 700 枚の絵紙が展示されます。また、 

毎日午後 4時～5時には「行灯で見る絵紙」を開催します。 

◆時間  午前 10 時～午後 5時 

 

■旧小千谷総合病院（小千谷市本町 1-13-33） 

 「大ママのひいな祭り」と題し、市内のひいな祭り大好き！一般家庭「大ママちゃん」の家

のひいな祭りを再現します。 

◆時間  午前 10 時～午後 5時（月・火は休館、2/24（土）のみ午後 1時～5時） 

 

※参加店の詳細は、別紙のマップをご覧ください。まちあるきマップはメイン会場、旧小千谷

総合病院、参加 35 店舗のほか、市役所、観光協会などに配置予定です。 

 

 

本件に関するお問合せ先／小千谷市観光協会  担当／阿部 

TEL：0258-83-3512  FAX：0258-83-0871 E-mail：kanko@city.ojiya.niigata.jp 

※土・日は小千谷絵紙保存会（TEL：0258-82-2509） 
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本件に関するお問合せ先／ 

□（一社）小千谷青年会議所事務局（小千谷商工会議所内） 担当／牛腸 

TEL：0258-81-1300  FAX:0258-83-3632 E-mail：info@ojiyajc.org 

□『おぢゃ～る（市民の家・小千谷信濃川水力発電館）』  担当／近藤 
TEL：0258-82-2478  FAX:0258-86-6178 E-mail：ojr@city.ojiya.niigata.jp 

 
 

 

平成 30 年 1 月 31 日 

 報道機関各位 

新潟県小千谷市役所 

                           小千谷市城内 2丁目 7番 5号 

                            

おぢゃ～る×小千谷青年会議所コラボ企画 

『山本山雪あそびフェスタ』を開催 

 

「おぢゃ～る」市民の家・小千谷信濃川水力発電館と（一社）小千谷青年会議所が連携

し、小千谷の魅力の一つである雪を楽しんでいただくイベント「山本山雪あそびフェスタ」

を開催します。 

かつてあったスキー場も閉鎖され雪で遊ぶ場が少なくなってしまいましたが、楽しい場

を提供することにより市民が雪に親しみ、ひいては「小千谷はこんなに楽しいんだ！」と

感じていただくことを目的としています。 

ぜひご家族やお仲間でお出かけください。 

 

■「山本山雪あそびフェスタ」概要 

◆日時  2 月 11 日（日・祝）午前 10 時～午後 7時 

     2 月 12 日（月・休）午前 10 時～午後 3時 30 分 

◆会場  「おぢゃ～る」市民の家・小千谷信濃川水力発電館（小千谷市山本 1216 番地 3） 

◆内容   〇スノーランド･･･スノートレイン、スノーチューブ、こどもスキー教室 など 

〇雪の造形イベント・ヒカリの雪広場･･･雪の四尺玉制作、ライトアップ など 

〇雪のテーブル・雪中ＢＡＲ･･･雪のテーブルの設置、お酒の提供 など 

〇できたらいいな！おぢやに雪のあそび場プロジェクト･･･来場者と雪の遊び場 

のイメージを描く など 

◆入場無料 

◆その他 駐車台数が限られるため、無料シャトルバスを随時運行します。 

ぜひご利用ください（おぢゃ～る⇔市役所 おぢゃ～る⇔楽集館） 

◆詳しくは別紙チラシをご覧ください 
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