
報道資料１ 
 

平成 26年 5月 28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・杉並交流コンサート＆交流ツアー」を開催します 

 

 

小千谷市は、杉並区と平成 16年 5月 12日に災害時相互援助協定を締結し、同年 10月

に発生した中越大震災では杉並区から物心両面にわたり多大な支援をいただきました。 

この度、協定締結から 10 年を記念して杉並区と友好提携を結んでいる日本フィルハ

ーモニー交響楽団を招いて交流コンサート及び杉並区からの交流ツアーを開催します。

主催は小千谷・杉並交流事業実行委員会（委員長：中村忠夫）です。 

 交流コンサートは日本フィル弦楽四重奏団とソプラノ歌手の湯浅桃子さんによるコ

ンサートで、杉並区からの交流ツアーの行程にも含まれており区民と市民がいっしょに

コンサートを鑑賞し、交流を深めます。 

 

■交流コンサート 

 ◆日時    ７月 13日（日）午後２時から 

 ◆会場    小千谷市民会館大ホール 

◆出演者   日本フィル弦楽四重奏団（ヴァイオリン２、ヴィオラ、チェロ） 

       ソプラノ歌手（湯浅桃子） 

◆曲目    モーツアルト「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 

       ビゼー「オペラ（カルメン）よりハバネラ」 

       山田耕筰「赤とんぼ」  ほか 

 ◆その他   入場料、チケット取扱所は 5月 29日の実行委員会で決定します。 

        決定次第改めてお知らせします。 

■交流ツアー 

 ◆日時    7月 12日（土）～13日（日） 

 ◆日程    7月 12日（土）観光闘牛（小千谷闘牛場）、錦鯉の里、そなえ館、交流会 

          13日（日）山本山、クラインガルテン、交流コンサート 

◆参加者   杉並区民 80名（募集中） 

■その他    7 月 14 日（月）日本フィル弦楽四重奏団の学校訪問として吉谷小学校

（13:30～14:15）で演奏会を開催します。（児童 77名と校区地域の皆さん

が鑑賞） 

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市企画政策課まちづくり推進室 担当／遠藤・山村 

TEL：0258-83-3507  FAX:0258-83-2789 E-mail：plan-ms@city.ojiya.niigata.jp 



小千谷・杉並交流コンサート演奏者画像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本フィル弦楽四重奏団 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ソプラノ歌手 湯浅桃子 



報道資料２ 
 

平成 26 年 5 月 28 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 

                            

    平成 26 年度 中越大震災ネットワークおぢや主催 
「住家の被害認定調査実地研修会」を行います 

 

中越大震災ネットワークおぢや会員の自治体職員を主な対象として、災害時の「り災

証明」に関わる住家の被害認定調査の研修会を行います。 

参加者からは、中越大震災により被災した建物を利用して実際に被害認定調査を行っ

てもらい、それぞれの自治体で、また被災地への派遣支援として災害時に備えてもらう

というものです。 

 なお、このような活動が評価され「中越大震災ネットワークおぢや」は平成 26 年 2

月に第 18 回防災まちづくり大賞『総務大臣賞』を受賞しました。 

 
 
■研修会の概要 

 
◆日 時     6 月 16 日（月）・17 日（火） 

両日とも午前 9時 30 分～午後４時 00 分 

◆会 場     説明会場：小千谷市民学習センター楽集館 

実地研修会場：荷頃地内 

◆内 容     災害時の「り災証明」に関わる住家の被害認定調査の研修会 

◆講 師     常葉大学社会環境学部 教授 田中 聡 氏 

◆参加者     両日とも 15 団体 30 名、合計 30 団体 60 名の予定 

◆主 催     中越大震災ネットワークおぢや（事務局：小千谷市） 

◆その他     荒天の場合、実地研修の内容を変更することがあります。 

 

 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市危機管理課危機管理係 担当／阿部  

TEL：0258-83-3515  （中越大震災ネットワークおぢや事務局） 

 



報道資料３ 

■井佐英徳選手ソチオリンピック出場報告会 
 

 

 

平成 26 年 5 月 28 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 

                            

 

井佐英徳選手にスポーツ功労賞を授与します 
  
 

 

 冬季オリンピック大会バイアスロン競技において日本の第一人者として、2002 年か

ら 2014 年まで４大会連続出場された小千谷市桜町出身の井佐英徳選手（現在：陸上自

衛隊所属）にこれまでの功績を称え、小千谷市スポーツ功労賞を授与します。 

 井佐英徳後援会主催（後援会会長 吉原正幸）の下記の報告会に合わせ、会場で市長

から表彰状を手渡します。 

 

 

◆日 時  5 月 31 日（土）13 時 00 分～ 

◆会 場  サンプラザ大ホール 
◆日 程  13 時～13 時 20 分     受付 

       13 時 20 分～14 時 50 分 報告会・撮影会・サイン会 

       15 時～16 時 30 分     井佐選手を囲む会（パーティ） 

 

■井佐選手の主な成績 
◆冬季オリンピック 

    2002 年 ソルトレイクシティ 10 ㎞スプリント：62 位 

2006 年 トリノ        10 ㎞スプリント：40 位 

2010 年 バンクーバー     10 ㎞スプリント：68 位 

2014 年 ソチ         10 ㎞スプリント：71 位 

◆バイアスロン・ワールドカップ 

   2009 年 スロベニア大会   10 ㎞スプリント：10 位 

◆アジア冬季競技大会 

   2007 年 長春  10 ㎞スプリント：金  10 ㎞個人：銀 

   2010 年 アスタナ・アルマトイ           10 ㎞個人：8位 

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市企画政策課秘書広報係 担当／小川・吉原 

TEL：0258-83-3507  FAX:0258-83-2789 E-mail：plan@city.ojiya.niigata.jp 
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■概要 
  

 

 

 

 

平成 26 年 5 月 28 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 

                            

 

「スーパークールビズ 2014 キックオフ・イベント」に出演します
  
 

 環境省では地球温暖化防止活動の一環として、平成 17 年度より高温多湿の我が国に

おける夏のワークスタイルを提案する「クールビズ」の取り組みを推進してきました。 

 平成 26 年度は「クールビズ」の開始から 10 年を迎えるに当たり、10 周年を記念し

た「スーパークールビズ 2014 キックオフ・イベント」が開催されます。このイベント

の中に、「COOL BIZ から Fun to Share へ」があり、小千谷市長が小千谷縮を取り入れ

た装いでステージイベントに出演します。 

 本年 2 月に「小千谷縮・東京五輪戦略会議」を設立し、2020 年に開催される東京オ

リンピック・パラリンピックにおいて日本選手団の公式ユニフォームに「小千谷縮」の

素材採用をはじめ、開会式で小千谷縮の着用がされるよう要請活動を展開しております

が、このイベントでも広くＰＲしてまいります。 

 

 

 

 

 ◆名称：「COOL BIZ から Fun to Share へ」 

 
 ◆日時：平成 26 年 5 月 30 日（金）午前 11 時 40 分～午後 0時 45 分 

 
 ◆会場：KITTE アトリウム（東京都千代田区丸の内二丁目 7番 2号） 

 

 ◆主催：環境省 クールビズ・プロモーション協議会 

 
 ※詳細は別紙のとおり 
 ※平成 18 年のショーには泉田知事が小千谷縮を装い出演しています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市企画政策課秘書広報係 担当／小川・梨本 

TEL：0258-83-3507  FAX:0258-83-2789 E-mail：plan@city.ojiya.niigata.jp 



報道資料５ 
平成 26 年 5 月 28 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 

                            

まちづくり講座「堀尾正明さん講演会」を開催します 

 

小千谷市のまちづくりや活性化のために、フリーキャスターとしてテレビ番組の司会

などで活躍されている堀尾正明さんの講演会を実施します。 

NHK アナウンサー時代に担当したまちづくりに関する番組を通じ、住民が自分たちで

地域の課題を解決する底力を実感された経験をもとに、地域住民が主体となって取り組

むまちづくりの事例やヒントを披露していただきます。 

堀尾正明さん講演会「あなたが主役でまちが輝く」 

■期日 

  6 月 28 日（土）午後 6時～7時 30 分 

■会場 

小千谷市民会館大ホール 

■演題 

 「あなたが主役でまちが輝く～地域の底力のヒミツ～」 

■入場無料 

ただし、聴講券が必要です。市役所企画政策課【0258-83-3507】、または市民会館

【0258-82-9111】で直接受け取るか、往復ハガキに「まちづくり講座聴講券希望」と

書いて下記送付先までお送りください。返信用には、申込者の郵便番号、住所、氏名、

電話番号」を必ず記入してください。 

■その他 

 手話通訳、要約筆記通訳を行います。また、未就学児の入場はできません。 

■講師略歴 

早稲田大学卒業後、昭和 56 年に NHK 入局。平成 7 年から始まった「スタジオパーク

からこんにちは」でメインキャスターを務め人気を博すと、「NHK ニュース 10」キャス

ターに抜擢、オリンピック番組のメインキャスターなど分野を問わず幅広く活躍。高

視聴率番組の「にっぽんの底力」、「難問解決ご近所の底力」のキャスターを通じ、住

民が主体となったまちづくりの取り組みの力強さを実感した。 

平成 20 年の NHK 退社後もフリーキャスターとして「誰だって波瀾爆笑」、「N スタ」

などに出演。明るい人柄とゲストの本音を引き出すトークで活躍中。 

 

 

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市企画政策課まちづくり推進室 担当／増川・山村 

TEL：0258-83-3507 FAX:0258-83-2789 E-mail：plan-ms@city.ojiya.niigata.jp 
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