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№ 書名 出版者(主催者) 出版年月 請求記号

1
がんばろう新潟！　震災被災者弁護士によ
る無料法律相談のご案内　[チラシ]

新潟県弁護士会 震災-S-1

2 ファイト小千谷！震災復興価格！　[チラシ] 果実の星野屋 震災-S-2

3
新潟県中越地震　震災お見舞い　お彼岸準
備　お仏壇　墓石　[チラシ]

JA越後おぢや/吉運堂長岡店 震災-S-3

4
営業再開のお知らせ　謹んで震災のお見舞
いを申し上げます。　[チラシ]

たかのスーパー 2004.12 震災-S-4

5
新潟県災対連　第1号　住民本位の震災対
策を！

新潟県労働組合総連合 2005.1 震災-S-5

6
震災復旧　リニューアルオープン　[チラシ] グリーンパーク 2005.3 震災-S-6

7 震災復興へ　[チラシ] 新潟県労働組合総連合 2005.4 震災-S-7

8
元気出していこー！ 新潟　暮らしの情景　田
園と都市　[チラシ]

新潟県立万代島美術館 2005.4 震災-S-8

9
元気出していこー！新潟　県民の美の財産
Ⅲ　作品をひもとく　[チラシ]

新潟県立近代美術館 2005.4 震災-S-9

10
JA共済　中越地震での共済金お支払状況
[チラシ]

JA越後おぢや 2005.5 震災-S-10

11

新潟県中越地震に関するシンポジウム　雪
国からのメッセージ　－新潟県中越地震から
学ぶこと－　[チラシ]

独立法人　防災科学技術研究所　長岡雪氷防災研究所 2005.5 震災-S-11

12 会報　安全 小千谷地区交通安全協会 2005.6 震災-S-12

13 6月22日(水)再開します　[チラシ] 遠藤書店 2005.6 震災-S-13

14
小千谷営業所7/1オープン　－建設業現場で
25年の実績－　《震災現場に限り特別価格》
震災復旧工事　[チラシ]

株式会社会津建設 2005.7 震災-S-14

15
小出郷文化会館おすすめプログラム～四季
の響と出会いの郷～　[チラシ]

小出郷文化会館 2005 震災-S-15

16
中越大震災　ロストレスアミーゴス　南米フォ
ルクローレコンサート　[チラシ]

見附市文化ホール（アルカディア） 2005.7 震災-S-16

17
元気出していこー！新潟　NHK交響楽団　特
別演奏会　[チラシ]

長岡市芸術文化振興財団 2005.7 震災-S-17

18 星になった少年　[チラシ] フジテレビ/東宝/S･D･P 2005.7 震災-S-18

19

元気出していこー！ 新潟　招待コンサート
ユニオンツール　クラシックプログラムVol.7
出会いのハーモニー　仲道郁代＆天羽明恵
デュオリサイタル　[チラシ]

長岡市芸術文化振興財団 2005.7 震災-S-19

20
小千谷市災対連ニュース　13号　 小千谷市災対連（災害被災者支援と災害対策改善を求める小千谷

市連絡会）
2005.7 震災-S-20

21

愛すべき､小千谷の地に約100年・・・。そし
て、これからも皆様とともに。　8月9日再開し
ます！　[チラシ]

有限会社　藤巻時計店 2005.8 震災-S-21

22
災害救援チャリティー大会　災害に負けるな
子供達　[チラシ]

小千谷市社会福祉協議会 2005.8 震災-S-22

23
世界最高の歌劇場・フランス国立パリオペラ
座から素敵な奏者がやって来る　｢愛とヒュー
マンのコンサート｣　[チラシ]

小千谷市教育委員会[ほか] 2005.8 震災-S-23

24
震災復興祈願　おぢやまつり　[チラシ] 2005.8 震災-S-24

25
震災復興祈願　おぢやまつりで日本一のみ
こしを担ごう！！　担ぎ手募集　[チラシ]

夢人会 2005.8 震災-S-25

26
住まいる専家　第011号　特集　話題の分譲
地

住まいる専家 2005.8 震災-S-26

27

ふるさとニッポン｢よりみち街道｣プロジェクト
一般国道２９１号　直轄権限代行災害復旧事
業　[パンフレット]

国土交通省長岡国道事務所復旧対策課 2005.8 震災-S-27

28
北越戊辰戦争史跡復興にご支援を！　[チラ
シ]

小千谷北越戊辰史跡復興支援の会 震災-S-28

29

新刊「激震　小千谷発　挫けない！新潟県中
越地震体験記」　新潟中越地震一周年緊急
出版！！　[出版案内チラシ]

パロル舎 2005 震災-S-29

30

YMCA新潟中越地震復興支援特別イベント
●大人と子供のための読みきかせの会●
[チラシ]

大人と子供のための読みきかせの会おぢや実行委員会 2005.9 震災-S-30

小千谷市立図書館「一枚もの資料」一覧リスト
小千谷市立図書館「震災資料」収集一覧リスト
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31
沖縄県琉球舞踊・恩納村エイサー団　小千
谷地区震災復興慰問演奏　[チラシ]

沖縄県事務局恩納村商工会議所/新潟県事務局県立新潟江南高
等学校

2005.9 震災-S-31

32

第16回土木フェスティバル in NAGAOKA
2005 ～元気に中越！復興への地域づくり～
[チラシ]

土木フェスティバル in NAGAOKA 2005　実行委員会 2005.9 震災-S-32

33
コー・ガブリエル・カメダ　中越大震災復興
チャリティーコンサート　[チラシ]

長岡医療と福祉の里ボランティア連合会 2005.9 震災-S-33

34
～災害復興支援～　緑の百年物語フェスティ
バル 緑の百年物語５周年記念イベント　[パ
ンフレット]

災害復興支援・緑の百年物語フェスティバル実行委員会 2005.1 震災-S-34

35
報道カメラがとらえたつめ跡､そして希望　中
越地震から１年　[チラシ]

東北電力株式会社/新潟日報社 2005.1 震災-S-35

36
長岡市立科学博物館特別企画　中越地震
[チラシ]

長岡市立科学博物館 2005.1 震災-S-36

37
新潟大学シンポジウム　創造的復興への扉
～ひと・まち・くらし～　[チラシ]

新潟大学 2005.1 震災-S-37

38
新潟県中越地震復興支援コンサート　歌で
つなぐこころの調べ　[チラシ]

読売光と愛の事業団 2005.1 震災-S-38

39
震災復興支援第２弾　｢北山たけし」チャリ
ティー歌謡ショー　[チラシ]

越後おぢや農業協同組合 2005.1 震災-S-39

40

新潟県中小企業家同友会★中小企業復興
フォーラム2005　がんばろう中越！復興元
年！　[チラシ]

新潟県中小企業家同友会 2005.1 震災-S-40

41
｢中越地震　復興の集い」　[ポスター] ｢中越地震　復興の集い」実行委員会 2005.1 震災-S-41

42
山本山高原とれたての味　できました新そば
まつり　[チラシ]

山本山高原そば　雪蔵の里 2005.1 震災-S-42

43

中越大震災復興応援チャリティ　メモリアルコ
ンサート　あの日から一年　今､こだまする復
興の誓い　[チラシ]

新潟文化祭実行委員会 2005.1 震災-S-43

44

リリック“響き”シリーズ　第5回響き合う歌声
特別プログラム　中澤桂　震災におもう～唄
と語り～　[チラシ]

長岡市芸術文化振興財団 2005.1 震災-S-44

45
ボランティアパワーフォーラム in 中越　～こ
の1年・これからの10年～　[パンフレット]

中越復興市民会議 2005.1 震災-S-45

46
新潟文化祭2005　中越大震災復興応援チャ
リティー　特別企画　｢掘るまいか｣中山隧道
を歩く　[チラシ]

新潟文化祭実行委員会 2005.1 震災-S-46

47
新潟小千谷から感謝を込めて…　ありがとう

物産展　in　NICOプラザ
#
２　[チラシ]

小千谷観光協会 2005.1 震災-S-47

48
小千谷能　震災復興祈念・観世流能楽公演
[チラシ]

小千谷能実行委員会 2006.1 震災-S-48

49
震災復興がんばろう祭り/キッズベースボー
ルアカデミー　[チラシ]

小千谷青年会議所/読売巨人軍 2005.9 震災-S-49

50
未来の種のプロジェクト　朗読美術館「ケー
テ・コルヴィッツ」　[チラシ]

新潟県立近代美術館 2005.9 震災-S-50

51 長岡技術科学大学開学30周年　[チラシ] 長岡技術科学大学 2005.1 震災-S-51

52
震災後の心のケア～ストレスマネージメント
で、上手にストレスと付き合う～　[チラシ]

長岡市中央公民館 2005.1 震災-S-52

53
第5回歴史シンポジウム長岡歴史会談　戊辰
戦争とまちの復興　[チラシ]

歴史シンポジウム長岡歴史会談運営実行委員会 2005.1 震災-S-53

54

みんな集まれ！がんばろう長岡！　「醸造の
町摂田屋町おこしの会｣１０月復興イベントの
ご案内　[チラシ]

醸造の町摂田屋町おこしの会 2005.1 震災-S-54

55
中越震災復興祈念上映会(ドキュメンタリー
映画)　地球交響曲-第５番-　[チラシ]

ながおか『地球村』 2005.1 震災-S-55

56

地震・防災に関するセミナー　～次の地震か
ら命をまもる～中越地震から１年を経て　[チ
ラシ]

新潟県県民生活・環境部防災局危機管理防災課地域防災強化室 2005.1 震災-S-56

57

平成17年10月のくらしの講座　～これからに
備えて～「やってみよう我家の簡易耐震診
断！！」　[チラシ]

ながおか市民センター 2005.1 震災-S-57

58
中越地震から１年－｢地震防災フォーラム」そ
の時､情報はどう活かされたか。　[チラシ]

国土交通省北陸地方整備局[ほか] 2005.1 震災-S-58

59
10・23新潟県中越地震１年の記録　報道写
真＆記録DVD　[出版案内チラシ]

新潟日報社・新潟放送 2005.1 震災-S-59

60

新潟県中越地震１周年事業　震災復興ラウ
ンドテーブル～私たちは震災から何を学び、
これからどこへ向かうのか～　[チラシ]

越後長岡圏・防災安全コンソーシアム[ほか] 2005.1 震災-S-60

61
第42回長岡市民音楽祭　「震災復興を願い、
市町村合併を祝う」　[チラシ]

日唱アカデミー合唱団[ほか] 2005.11 震災-S-61
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62
新潟を元気にする公開座談会　にいがた未
来会議２００５　[チラシ]

新潟日報社[ほか] 2005.11 震災-S-62

63
震災復興を祈念して　混声合唱団OSC演奏
会　[チラシ]

混声合唱団OSC 2005.11 震災-S-63

64
震災復興祈念　第六回おぢゃれ寄席　[チラ
シ]

おぢや落語を楽しむ会 2005.12 震災-S-64

65
魚沼からの発信　西脇正久スケッチ展　[チラ
シ]

池田記念美術館 2005.4 震災-S-65

66 ＮＰＯ法人　よしたー山古志　[チラシ] よしたー山古志 2005.9 震災-S-66

67
災害時の情報伝達・避難支援のポイント
[出版案内チラシ]

ぎょうせい 2005.8 震災-S-67

68
新潟県中越大震災資料コーナー(第１回・震
災を振り返る)

新潟県立図書館 2005.1 震災-S-68

69
新潟県中越大震災資料コーナー(第２回・山
古志特集)

新潟県立図書館 2005.1 震災-S-69

70
医療ボランティアを受けてみませんか　[チラ
シ]

JB日本接骨師会[ほか] 2005.1 震災-S-70

71

2005年日本・ＥＵ市民交流年行事　防災と復
興のための新潟－建築プロジェクト　聴講者
募集　[チラシ]

ウィーン工科大学[ほか] 2005.1 震災-S-71

72
10.23震災復興祈念　ふるさと山古志コカリナ
コンサート　[チラシ]

日本コカリナ協会 2005.1 震災-S-72

73
新潟県中越地震ボランティア活動基金　[チ
ラシ]

新潟NPO協会 2004.1 震災-S-73

74
今こそ考えよう　住宅耐震化セミナー　～い
つくるかわからない震災に備えて～　[チラシ]

にいがたゆとりの住まいづくり推進協議会[ほか] 2005.1 震災-S-74

75
みつめなおす～風土の中の職人と技術の結
晶～｢民家フォーラム2005」　[チラシ]

日本民家再生リサイクル協会(JMRA) 2005.11 震災-S-75

76
雪国を襲った大地震　新潟県中越地震に学
ぶ　[出版案内チラシ]

恒文社 2005.11 震災-S-76

77
神戸市役所センター合唱団　震災10周年鎮
魂と再生のメッセージ　わが街よ永遠にコン
サート　[チラシ]

神戸市役所センター合唱団　 2005.11 震災-S-77

78
わっはっは！被災地ガンバレ！笑いでエー
ル！　越後笑劇場冬の陣　[チラシ]

お笑い事業団ニイガタ 2005.12 震災-S-78

79
雑損控除説明会のお知らせ　[チラシ] 小千谷税務署 2005.12 震災-S-79

80
中越地震復興支援JALチャリティー・トーク･
コンサート　永六輔の「誰かと新潟で」　[チラ
シ]

JALセールス新潟支店 2006.1 震災-S-80

81

雪降ろしの苦労にまだ耐えられますか？任
せて安心JAの融雪装置　－中越地震と大雪
を経験して-　[チラシ]

JA越後おぢや農業協同組合 2005 震災-S-81

82

Enargy　Niigata　in　川口町　SOICHIRO&桑
名シオンライブコンサート　～明日への力～
から半年…彼らが帰ってきた！

JB日本接骨師会 2005.1 震災-S-82

83
COMME　CA　ISM　小千谷ジャスコ店８/５
(金)RENEWAL　OPEN　[チラシ]

コムサイズム小千谷ジャスコ店 2005.8 震災-S-83

84 愛とヒューマンのコンサート　[チラシ] 小千谷市教育委員会[ほか] 2005.8 震災-S-84

85

新潟県中越地震復興支援シンポジウム　豪
雪･緩慢に動く地盤－新潟県中越地震の科
学的復興戦略－　[チラシ]

土木学会 2006.3 震災-S-85

86
震災復興住宅フェアⅡ　[チラシ] 震災復興住宅フェア実行委員会 2006.2 震災-S-86

87
「よみがえれ！大地」出版情報　[出版案内チ
ラシ]

新潟日報事業社 2006.2 震災-S-87

88
リニューアルオープン　オーツカ洋服店　[チ
ラシ]

オーツカ洋服店 2006.3 震災-S-88

89
新潟県中越大震災復興支援移動展覧会「震
度７　それでもわが大地を愛す」　[チラシ]

新潟県立歴史美術館 2006.4 震災-S-89

90
震災復興住宅フェア　[チラシ] 小千谷市建築組合/魚沼市建築組合 2005.1 震災-S-90

91
任せて安心　震災復興住宅フェア　[チラシ] 小千谷商工会議所/建設工業部会 2006.1 震災-S-91

92 墓石の石政　ごあいさつ　[チラシ] 墓石の石政小千谷本社 2005 震災-S-92

93
市民と議会　第１０７７号「中山間地の復興を
どう進めるか　離れる人だけに大きな支援
が」

佐藤勝太郎 2006.2 震災-S-93

94
にいがたの山の木を使った家づくり　[チラシ] ｢越後にいきる家をつくる会」家造りネットワーク 2006.3 震災-S-94

95
地震にも雪にも強い　人にも家計にも優しい
強くて、優しい家　[チラシ]

松井工務店 2005.1 震災-S-95

96
魚沼病院　第９回病院祭　[パンフ] 魚沼病院 2005.1 震災-S-96
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97
中越地震にかかわる各種災害関係ローン
[チラシ]

ろうきん 2005.11 震災-S-97

98
チラシNEWS　１１月号№１５０【増刊号】　[チ
ラシ]

滝沢印刷小千谷店 2005.11 震災-S-98

99
県民だより〈長岡地域版〉　think my town 第
９号　「新潟県中越地震特集」

長岡地域振興調整会議 2004.12 震災-S-99

100
お待たせ致しました。２-８-８小千谷店新規
オープンセール　[チラシ]

ジャスコ小千谷店双葉屋 2005.8 震災-S-100

101

ジャスコ小千谷ショッピングセンターあす８．
５再出発！　元気だして！がんばろう！小千
谷。　[チラシ]

ジャスコ小千谷店 2005.8 震災-S-101

102

震災復興祈念　２００５小千谷市農林まつり
「あるんです　小千谷にいいもの　農産物」
[チラシ]

小千谷市農林まつり実行委員会 2005.1 震災-S-102

103
元気出していこう！小千谷〈震災復興祈念〉
第10回小千谷うまいもの祭　[チラシ]

小千谷商工会議所/うまいもの祭実行委員会 2005.1 震災-S-103

104

イトーヨーカドー丸大長岡店専門店街がお贈
りする秋満喫フェア　震災復興記念秋のファ
ミリーカーニバル　[チラシ]

イトーヨーカドー丸大長岡店専門店街 2005.1 震災-S-104

105
魚沼よみうり増刊号　Waku

2
よみうり　第17号 魚沼よみうり編集室 2005.1 震災-S-105

106
震災復興祈念「緑のコンサート～榊原栄さん
を偲んで～」　[チラシ]

小千谷アンサンブル協会/小千谷市教育委員会 2006.5 震災-S-106

107
第1回小千谷復興菜の花まつり　スローライ
フ・スローフードで復興だ！　[チラシ]

スローライフ小千谷 2006.5 震災-S-107

108
こんすけ基金イベント　大人と子供のための
読みきかせの会　IN　おぢや　Vol.２　[チラシ]

小千谷市社会福祉協議会/大人と子供のための読みきかせの会お
ぢや実行委員会

2006.9 震災-S-108

109
極楽パンチ　フリーマーケット＆キャンドルナ
イトクラブ　[チラシ]

遊友優 2006.6 震災-S-109

110
越後妻有大地ノ芸術祭三年大祭 新潟県十日町/津南町 2006.7 震災-S-110

111

中越大震災復興祈念プログラム～手をつな
いで種をまき、風を贈ろう～サロンA1　大森
智子＆中川賢一サロン・コンサート～東の
月、西の月～

長岡市・見附市・小千谷市・川口町・魚沼市[ほか] 2006.5 震災-S-111

112
平成雁木通り　食い道楽職の市　楽しさいっ
ぱい平成復興イベント　[チラシ]

平成商工振興会/TMO小千谷平成活性化部会 2005.11 震災-S-112

113
震災復興感謝祭　平成職・食の市　Go！
Go！平成　[チラシ]

TMO小千谷平成活性化部会/平成商工振興会[ほか] 2006.6 震災-S-113

114
松本克巳〈ヴァイオリン〉　愛とヒューマンのコ
ンサート　[チラシ]

小千谷市教育委員会[ほか] 2006.8 震災-S-114

115
中越大震災復興祈念特別展「新潟の仏像
展」　[チラシ]

新潟の仏像展実行委員会［ほか］ 2006.9 震災-S-115

116

震災メモリアルライブ '０６　結の灯り　［チラ
シ］

プロジェクト結実行委員会/魚沼市・魚沼文化自由大楽実行委員会 2006.1 震災-S-116

117

平成１８年度「大地の会」地学講座　統一
テーマ「中越地震から学ぶわが家の地盤補
強と耐震対策」　[チラシ]

大地の会/長岡市教育委員会越路分室 2006.9・10 震災-S-117

118
中越大震災復興祈念ガラ・コンサート　(響き
の森コンサートシリーズ２００６秋)　[チラシ]

小千谷市[ほか] 2006.9 震災-S-118

119

あの美しい風景がよみがえる～一日も早く村
に帰れることを願って～　「鯉のいる村」上映
会のご案内　[チラシ]

｢鯉のいる村｣上映実行委員会 2006.9 震災-S-119

120
第５回安全・安心まちづくりワークショップ in
中越　「中越の経験を学びあう」　[チラシ]

安全・安心まちづくりワークショップ実行委員会/安全・安心まちづく
りワークショップ中越実行委員会

2006.1 震災-S-120

121
新潟文化祭２００６　中越大震災復興応援ブ
ラスバンドフェスティバル　[チラシ]

新潟文化祭実行委員会[ほか] 2006.1 震災-S-121

122
元気出していこう！小千谷〈震災復興祈念〉
第１１回小千谷うまいもの祭　[チラシ]

小千谷商工会議所/うまいものまつり実行委員会 2006.1 震災-S-122

123

第２５回おぢや健康福祉まつり　メインテーマ
「震災を乗り越え、健康で明るい生活」　[チラ
シ]

小千谷市 2006.1 震災-S-123

124
「１０００人のチェロ」中越地震復興チャリ
ティーコンサート ～中越の復興を願い、チェ
ロ奏者が小千谷、川口へ集う～(モノクロ)

1000人のチェロ・コンサート/中越復興市民会議 2006.1 震災-S-124

125

「１００１人のチェロ」中越地震復興チャリ
ティーコンサート ～中越の復興を願い、チェ
ロ奏者が小千谷、川口へ集う～(カラー)　[チ
ラシ]

1001人のチェロ・コンサート/中越復興市民会議 2006.1 震災-S-125

126

中越防災安全推進機構設立記念シンポジウ
ム －中越地震から２年～「地域発の防災安
全」を進めていきます－　｢チラシ｣

中越防災安全推進機構 2006.1 震災-S-126
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127
復興基金事業メニューのご案内[生活]　地域
コミュニティ施設等再建支援　[チラシ]

新潟県中越大震災復興基金 2006 震災-S-127

128
満月の劇場－中越地震復興支援チャリ
ティーコンサート「１０００人のチェロ」　[チラ
シ]

1000人のチェロ・コンサート[ほか] 2006.1 震災-S-128

129
週末は新潟で農作業ボランティア　新潟震災
復興・村おこし支援活動　[チラシ]

ＪＥＮ 2006 震災-S-129

130
イザ！カエルキャラバン！ in かわぐち　[チラ
シ]

06かわぐち体験防災キャンプ実行委員会[ほか] 2006.1 震災-S-130

131
「１０００人のチェロ」中越地震復興チャリ
ティーコンサート　[パンフ]

1000人のチェロ・コンサート/中越復興市民会議 2006.1 震災-S-131

132
震災復興無料コンサート　夢咲きほこれ（～
つながれみんな～）　in　小千谷　[チラシ]

夢咲きほこれ（～つながれみんな～）実行委員会 2006.1 震災-S-132

133
すこやか・ともしびまつり２００５　～ささえあう
心ひろがる笑顔の輪～　[チラシ]

すこやか・ともしびまつり２００５実行委員会 2005.1 震災-S-133

134
中越大震災わかとち復活“２００６”大収穫祭
奉納わかとち大田楽　［チラシ］

わかとち未来会議大田楽実行委員会 2006.11 震災-S-134

135
震災復興祈念　高田康子クリスマス･コン
サート～愛をこめて～　［チラシ］

小千谷アンサンブル協会/小千谷市教育委員会 2006.12 震災-S-135

136
中越地震２周年復興祈念フォーラム　希望の
あすへ　[パンフ]

長岡市[ほか] 2006.1 震災-S-136

137

震災復興祈念　故郷からのおくりもの　高橋
まゆみ創作人形展(ウィルながおか５周年記
念事業)　[チラシ]

[長岡市男女平等推進センター ウィルながおか５周年記念事業」実
行委員会/「故郷からのおくりもの」実行委員会

2006.12 震災-S-137

138

第３回　中越大震災復興支援コンサート～柏
崎から送る心のハーモニー～　チャリティー
コンサート　[チラシ]

中越地震チャリティーコンサート～柏崎から送る心のハーモニー～
実行委員会

2007.1 震災-S-138

139
平成１８年度版　学生のための名古屋大学
地震防災ガイド　[パンフ]

名古屋大学災害対策室 2006.4 震災-S-139

140

平成１８年度版　学生のための名古屋大学
地震防災ガイド(英語版)　　英語タイトル：
2006 Nagoya University Students' Guide for
Earthquake Disaster Preparedness　[パンフ]

名古屋大学災害対策室 2006.4 震災-S-140

141

リフォーム&リビング 震災復興住宅フェアⅢ
－新しい暮らしと出会う1日限りの祭典－
[チラシ]

震災復興住宅フェア実行委員会 2007.2 震災-S-141

142

災害への備えはどうする－小千谷市からの
渾身のメッセージ　「中越大震災　自治体の
叫び」　[出版案内チラシ]

ぎょうせい 2007.3 震災-S-142

143
長岡・三条で大々的ロケを敢行！映画『マリ
と子犬の物語』エキストラ大募集！　[チラシ]

東宝映画『マリと子犬の物語』新潟事務局 2007.3 震災-S-143

144
震災復興慰問コンサート「夢咲きほこれ－風
人の祭　in　小千谷－」　[チラシ]

夢咲きほこれ小千谷実行委員会 2007.3 震災-S-144

145

～新潟県中越大震災大規模崩落からの復
旧～　一般県道小千谷長岡線１６年災道路
災害復旧工事　[パンフ]

新潟県長岡地域振興局災害復旧部 2007.3 震災-S-145

146
地震EXPO　－未来は夢見るものではなく、
そなえるものになった－　[パンフ]

「地震EXPO」実行委員会 2007.4 震災-S-146

147 第２回　小千谷復興菜の花まつり　[チラシ] スローライフ小千谷 2007.5 震災-S-147

148 川口町木沢・峠MAPいいとこどり　[パンフ] フレンドシップ木沢 震災-S-148

149
平成巫女爺まつり　～震災復興を願って　[チ
ラシ]

平成商店街協同組合 2007.7 震災-S-149

150

ふたたびパリ　オペラ座の風 in 小千谷　愛と
ヒューマンのコンサート　みんなで復興　みん
なの復興　[チラシ]

小千谷市教育委員会/小千谷愛とヒューマンのコンサート実行委員
会

2007.7 震災-S-150

151
2007震災復興・暑気払い国際交流の会　ア
ウトドア・パーティーのご案内　[チラシ]

小千谷国際交流の会(OIS) 2007.7 震災-S-151

152
仲良し3世代家族8人のこれからを見つめる
住まい　住宅見学会　小千谷市時水　[チラ
シ]

星野工務店 2007.8 震災-S-152

153

平成18年度ＮＰＯグローアップセミナー「助成
金上手はここが違う！」～助成金の申請から
活用まで～　[チラシ]

新潟ＮＰＯ協会 2007.1 震災-S-153

154

新潟県中越大震災などで決算規模が約
3,000億円増えました。〔平成16年度新潟県
の一般会計の決算状況をお知らせします〕
[チラシ]

新潟県 2006.1 震災-S-154

155
小千谷東山復興マップ　千年を紡ぐ　中越地
震

小千谷東山地区協議会[ほか] 2007 震災-S-155
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156

小千谷市「東山地区・復興マップ」に込められ
た人々の想い　よみがえれ東山　羽ばたけ
東山

小千谷東山地区協議会[ほか] 2007 震災-S-156

157
人と自然 明日を創ろう ふるさと太田　太田
地区古里再生会活動報告

太田地区古里再生会 震災-S-157

158
若栃十二社秋祭り　震災復興奉納大花火大
会　打上げ依頼のお願い

若栃花火実行委員会/若栃町内会 2007.7 震災-S-158

159
雪で困っている方、今ならまだ間に合いま
す!!　補助金66万円　締切間近！　[チラシ]

ＪＡ越後おぢや 2007.9 震災-S-159

160

震災復興イベント　結びの灯　音楽が結ぶ！
食が結ぶ！歴史が結ぶ！－復旧から真の
復興へ向かって－　[チラシ]

小千谷青年会議所 2007.9 震災-S-160

161
1000日目の節目に寄せて　音楽の花束　復
興記念・メモリアルコンサート　[チラシ]

小千谷ロータリークラブ 2007.1 震災-S-161

162
自然はぼくのアトリエ　松岡達英絵本原画展
[チラシ]

長岡市教育委員会/長岡市 2007.1 震災-S-162

163
新潟県中越震災復興　棚田の復興２周年記
念　特別講演・報告会　[チラシ]

小千谷市の棚田を守る会 2007.1 震災-S-163

164

県立図書館第3回県民公開講座「地震講座」
新潟にまた地震が発生するのか－あなたの
備えは？－　[チラシ]

新潟県立図書館 2007.12 震災-S-164

165
ありがとう　中越大震災復興祈念イベント～4
万人からのメッセージ～　[チラシ]

2007.1 震災-S-165

166

新潟中越沖地震震災復興シンポジウム“そ
のとき何が起こったか。そして何がなされた
か。”－新潟県・中越地震から中越沖地震の
連鎖の中で－　聴講募集　[チラシ]

中越防災安全推進機構 2007.1 震災-S-166

167 震災復興記念　亀田鵬齋展　[チラシ] 小千谷市亀田鵬齋展実行委員会 2007.1 震災-S-167

168
【市民企画募集型事業】中越大震災復興支
援ミュージカル　「ユイナシビト～絆～」　[チラ
シ]

長岡市芸術文化振興財団 2007.1 震災-S-168

169 木造住宅の耐震診断実施のお知らせ　[チラ 三井ハウス 2007.1 震災-S-169

170

第2回ながおか文の林フォーラム　花とみどり
を楽しむ　震災復興応援コンサート「花とし
て」　[チラシ]

ながおか文人会議(新潟県長岡地域振興局) 2007.11 震災-S-170

171
新潟県オフィシャルペーパー「ネージュ」
Vol.3　2007.11　[フリーペーパー]

新潟県 2007.11 震災-S-171

172 ふみこの海　[チラシ] 映画「ふみこの海」新潟県上映推進委員会事務局 2007.12 震災-S-172

173
阪神→中越→中越沖　震災復興全国フォー
ラム　～多文化共生社会の現実に向けて～

新潟県交際交流協会 2007.12 震災-S-173

174
航空機による新潟県中越地震災害への対応
～緊急撮影・計測からライブラリ構築まで～
[チラシ]

中日本航空株式会社 震災-S-174

175
特別テーマ展　中越災害と復興にむけての
空間情報技術の利用　[チラシ]

長岡リモートセンシング実利用研究会/JSTイノベーションサテライト
新潟

2007.1 震災-S-175

176 マリと子犬の物語　[パンフ] 「マリと子犬の物語」製作委員会 2007.12 震災-S-176
177 読売新聞PR版　スクープ　2007年12月号 読売新聞東京本社 2007.12 震災-S-177

178
小千谷市立東小千谷小学校交流情報誌　一
学期

東小千谷小学校 2007 震災-S-178

179
元気出していこう！小千谷！！震災復興祈
念第12回小千谷うまいもの祭　[チラシ]

小千谷商工会議所/うまいものまつり実行委員会 2007.1 震災-S-179

180
震災復興祈念　第二十一回越後まつだい冬
の陣　[チラシ]

越後松代幕府(越後まつだい冬の陣実行委員会) 2008.3 震災-S-180

181 社会福祉法人長岡三古老人福祉会　[チラシ]長岡三古老人福祉会 2008.1 震災-S-181

182

秋のお仏壇・墓石まつり　笑顔とまごころ大
感謝祭　地元の“宝”トーアが修復いたします
[チラシ]

トーア長岡店 2007.1 震災-S-182

183
未来に向けて復興の鐘を。感謝の気持ちを
込めて。被災地からありがとう。　[新聞]

新潟日報 2007 震災-S-183

184 マリと子犬新聞　読売新聞企画号外 読売新聞東京本社 2007 震災-S-184
185 新潟県中越沖地震関連資料展　[チラシ] 新潟県立図書館 2007.12 震災-S-185

186
シンポジウム「震災資料の保存と活用－文
書館・図書館・博物館－」　[チラシ]

新潟大学災害復興科学センターアーカイブズ分野 2007.12 震災-S-186

187
つづく道つながる明日　中越から中越沖へ
「想う灯」　[チラシ]

10.23「想う灯」実行委員会 2007.1 震災-S-187
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188
にいがた狼煙プロジェクト　震災復興を祈念
する狼煙上げリレー　[チラシ]

にいがた狼煙プロジェクト実行委員会 2007.1 震災-S-188

189
マリと子犬の物語ロケ地ガイド・ロケ地MAP 長岡フィルムコミッション準備会 2007.12 震災-S-189

190
特別展　新潟・小千谷のひな祭り－今に生き
る浮世絵－　[チラシ]

平木浮世絵財団/小千谷市絵紙保存会 2008.2 震災-S-190

191 小千谷北越戊辰史跡復興支援の会　趣意書 小千谷北越戊辰史跡復興支援の会 2005.9 震災-S-191

192
平成16年新潟県中越地震により被害を受け
た中小企業の皆様に対する特別措置の適用
期間延長のご案内

小千谷商工会議所/小千谷中小企業相談所 2005 震災-S-192

193
東京佼成ウインドオーケストラ　中越地震復
興支援コンサート

東京佼成ウインドオーケストラ/中越地震復興支援コンサート実行
委員会

2006.7 震災-S-193

194
カクイチ　ガレージ・倉庫特別企画　中越地
震でも実証！広スペースハウスは雪にも地
震にも強かった！　[チラシ]

ホームセンター大川 震災-S-194

195
震災復興講演会「災害から命を守る」～復旧
からの真の復興へ向かって～　[ポスター]

小千谷青年会議所 2007.1 震災-S-195

196
震災1周年復興祈念　郷土芸能交流会　[ポ
スター]

郷土芸能交流会実行委員会 2005.1 震災-S-196

197
10.23新潟県中越大震災小千谷市復興祈念
イベント　コンサート・講演会　[ポスター]

小千谷市復興祈念式典実行委員会/小千谷市/小千谷市教育委員
会

2005.1 震災-S-197

198
黒くて、とんがったモダンな家完成見学会
[チラシ]

桑原建築 2007.6 震災-S-198

199
新潟県中越大震災復興基金事業メニューの
ご案内

長岡市役所復興推進室 震災-S-199

200
中越地震復興支援　日本三大奇祭裸押合い
大祭　[チラシ]

越後浦佐毘沙門堂裸押合まつり大祭実行委員会 2008.3 震災-S-200

201
御蔭様で大好評発売中・12月追加発売　中
越地震1周年“復興祈念”ラベル　純米酒小
千谷　[チラシ]

清酒小千谷販売店会 2005.12 震災-S-201

202
活褶曲帯における地震被害復興支援シンポ
ジウム「震災復興の最終章へ向けて」　[チラ

国境なき技師団/土木学会関東支部新潟会 2008.3 震災-S-202

203 震災復興祈念　池ヶ原春待ちまつり　[チラシ] 春待ちまつり実行委員会 2008.3 震災-S-203

204
震災から立ち上がる　小千谷ブランドきて見
て食べて物産展

小千谷商工会議所女性会 2008.4 震災-S-204

205 小千谷東山復興マップ 東山地区復興協議会 2007.5 震災-S-205

206
山古志ふたたび
新潟県立歴史博物館平成２０年度夏季企画
展［チラシ］

新潟県立歴史博物館 2008.6.14 震災-S-206

207 新潟防災ジャーナル［新聞］ 社団法人中越防災安全推進機構 2008.6.16 震災-S-207
208 新潟県中越地震土砂災害学習マップ 社団法人　土木学会　地盤工学委員会　斜面工学研究小委員会 2007.10.23 震災-S-208
209 結の灯り　震災メモリアルライブ２００８　[チラシプロジェクト結実行委員会/魚沼市・魚沼文化自由大楽実行委員会 震災-S-209

210
響【ＨＩＢＩＫＩ】～１０．２３大地からのメッセージ
～

プロジェクト結実行委員会/魚沼市・魚沼文化自由大楽実行委員会 2008.10.11 震災-S-210

211
「トーアはこれからも震災復興を全力で応援
します」　[チラシ]

トーア長岡本店 2008.10.11 震災-S-21１

212 震災復興祈念　第6回まっと秋の陣　[チラシ] 真人イベント連絡会 震災-S-212
213 市民防災講演会　[チラシ] 社団法人倫理研究所　魚沼倫理法人会 震災-S-213
214 結びの灯２００８　[チラシ] 新聞折込 2008.10.22 震災-S-214

215
震災4周年企画展～中越大震災
あの日あの時今これから～

小千谷市 2008.10.22 震災-S-215

216
「お知らせ」今回は小千谷地区におきまして
住宅耐震診断を受け付けます　[チラシ]

日本木造住宅耐震補強事業者協同組合 2008.10.23 震災-S-216

217 震災復興祈念池ｹ原秋の収穫感謝祭　[チラ 池ｹ原秋の収穫感謝祭実行委員会 2008.10.23 震災-S-217

218
長岡市立中央図書館文書資料室　災害アー
カイブス展　「避難所の記録と記憶」　[チラ

中越防災安全推進機構 震災-S-218

219 にいがた狼煙プロジェクト　[チラシ] にいがた狼煙プロジェクト実行委員会 震災-S-219

220
新潟県中越大地震復興基金重点事業　コ
ミュニティワーカー養成講座　[チラシ]

多世代交流館になニ～ナ 震災-S-220

221 多世代交流館になニ～ナ祭　[チラシ] 多世代交流館になニ～ナ 震災-S-221

222
速報版新潟日報　中越地震4年復興祈念
フォーラム

新潟日報社 2008.10.25 震災-S-222

223 復興の実りマップ 地域復興交流会議 2007.10.23 震災-S-223
224 おぢや復興交流フェスティバル おぢや復興ネットワーク 2008.10.30 震災-S-224

225
メモリアルコンサート
震災フェニックス～震災から立ち上がる文化
の祭典～・プレイベント　［チラシ］

震災フェニックス実行委員会 震災-S-225

226
越後牛の角突き街道　二十村郷ガイドブック
（長岡市太田、山古志、小千谷市東山、川口
町北部）

新潟県長岡市地域振興局 2008.10 震災-S-226

227 震災-S-227
228 震災-S-228
229 震災-S-229
230 震災-S-230
231 震災-S-231
232 震災-S-232
233 震災-S-233
234 震災-S-234
235 震災-S-235
236 震災-S-236
237 震災-S-237
238 震災-S-238
239
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240
241 震災-S-241
242


