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平成 26年 8月 27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 

                            

 

１０月２３日を「中越大震災の日」として提案します 

 

 

  

小千谷市では、新潟県中越大震災の経験と教訓をいつまでも忘れることなく継承する

ため、毎年１０月２３日を「中越大震災の日」として定めるため、平成２６年小千谷市

議会第３回定例会において、『小千谷市「中越大震災の日」を定める条例』案を提案し

ます。 

  

 

 

【提案の趣旨】 

新潟県中越大震災が発生してから今年で１０年が経過し、記憶の風化が進んでいるこ

とや、震災を知らない世代が増えています。 

 震災の記憶を忘れることなく、経験と教訓を次世代に、あるいは全国に語り継いでい

くことは、小千谷市の責務です。 

 市民一人ひとりが防災意識を高め、安全、安心に対する誓いを新たにする日として、

中越大震災の日を定めたいものです。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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／草野・佐藤 

TEL：0258-83-3515 FAX：0258-83-2789 E-mail：bousai@city.ojiya.niigata.jp 
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平成 26年 8月 27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 

                            

「片貝まつり奉納煙火（花火大会）」の開催について 

 

世界最大の四尺玉花火で有名な「片貝まつり奉納煙火（花火大会）」が、９月９日（火）、10日（水） 

に開催されます。 

 

  

◆「片貝まつり奉納煙火（花火大会）」の概要 

 

■開催日時  

９月９日（火）、10日（水） 19：30～22：20（両日とも） 

□正四尺玉の打ち上げは、両日とも 22：00の予定です。 

□正三尺玉の打ち上げは、９日 21：00、10日 14：00（真昼の三尺玉）、20：30の予定です。 

□正二尺玉の打ち上げは、９日 20：05の予定です。 

※雨天決行です。 

■シャトルバス 

 【運行経路】 

    イオン小千谷店～総合体育館～白山運動公園～西部工業団地～㈱片貝製作所 

   【運行時間】 

    □行き 15：00から 19：30 まで随時運行 

    □帰り 20：30から 23：00 まで随時運行 

   【料金】 

    片道 300円（中学生以上、小学生は半額） 

 ■シャトルバス利用者駐車場（合計約 1,300台） 

  □イオン小千谷店（約 300台） 

   □小千谷市総合体育館（約 300台） 

   □小千谷市白山運動公園（約 400台） 

   □西部工業団地 

☆㈱第一測範製作所（17：00以降、約 200台） 

☆㈱木村食品（約 100台）    

 

   ※シャトルバス路線図・交通規制図は、別紙のとおりです。 

    

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市商工観光課観光係 担当／佐藤・島峰 

TEL：0258-83-3512  FAX:0258-83-0871 E-mail：kanko@city.ojiya.niigata.jp 
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平成 26年 8月 27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 

                            

市制施行 60周年 

西脇順三郎生誕 120 年記念関連事業について 

 

 

 小千谷に生まれ、小千谷でなくなった当市の名誉市民である西脇順三郎。今年はその

西脇の生誕 120年にあたり、これを記念した事業を計画しました。詩人で英文学者であ

った西脇は過去に 5度ノーベル文学賞候補だったことも昨年判明し、改めて脚光を浴び

ました。今回はその西脇の多彩な才能の一端を紹介します。 

  

 

■西脇順三郎生誕 120年記念講演会 

◆期日   9月 27日（土） 

◆会場   市民会館大ホール 

◆内容   第 1部：講演（午後 1時～）講師／第 137回芥川賞作家 諏訪哲史さん 

      演題／『古代が懐かしい－西脇順三郎の「永遠＝超時間」』 

      第 2部：座談会（午後 2時 50分～）テーマ『ふるさとの夢』      

      パネリスト／新倉俊一（明治学院大学名誉教授）、澤正宏（福島大学名誉

教授）、八木幹夫（詩人）、大倉宏（美術評論家）、加藤孝男（歌人）、諏訪

哲史（作家）、太田昌孝（名古屋短期大学教授：司会） 

◆入場無料・申込不要 

■西脇順三郎特別展 

◆期間   9月 27日（土）から 10月 5日（日）まで（10月 1日（水）は休館日） 

◆時間   午前 10時から午後 6時まで 

◆会場   市民学習センター（楽集館） 

◆内容   西脇順三郎の作品、油彩画、水彩画、屏風絵、書、色紙、直筆原稿、初版    

      本、スケッチブック、押し花帳などの新資料を含めた展覧会。9 月 27 日

（土）午後 4時、10月 5日（日）午後 1時から、美術評論家による作品解  

説を行います。 

◆入場無料  

※『西脇順三郎文学碑建立』（10月末予定）、『西脇順三郎読本』（仮称）の刊行（12月 

予定）の詳細については後日周知いたします。 

 

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市教育委員会図書館図書係 担当／新野・宮木 

TEL：0258-82-2724 FAX：0258-82-8915 E-mail：tosyo-y@city.ojiya.niigata.jp 
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■開催日   １０月４日（土）・５日（日） 

■会場    総合体育館 

■入場無料  １０月５日は入場整理券が必要となります。 

■主な日程 

期日 時間 イベント名 内容 

10月 4日 14:00～16:00 指導者クリニック 
効果的な練習方法や指導者としての心構えなど実
技指導のポイントを指導します。 

10月 5日 

9:30～11:45 バレーボール教室 
ママさんバレーボールチームを中心に技術指導を
行います。ご自由に見学できます。 

12:50～13:15 アトラクション 
ドリームチームと開催地選抜チームが 2種類のゲ
ームで競い合います。 

13:15～14:40 フレンドリーマッチ 
ドリームチームが開催地代表３チームを相手に親
善試合を行います。 

14:40～14:50 ドリーム抽選会 
12時30分までに入場された方に抽選でドリームチ
ーム選手のサイン入りボールなどが当たります。 

■ドリームチーム選手（予定） 

大古誠司さん、江上由美さん、広瀬美代子さん、武内広子さん、山下美弥子さん、中西千
枝子さん、高橋有紀子さん、永富有紀さん、坂本清美さん、佐々木みきさん、杉山祥子さ
ん、大山加奈さん 

■フレンドリーマッチ出場チーム ：ゆきわ、ゆきわＳＭＩＬＥ、小出Ｍ・Ｃ 

■入場整理券配布場所：総合体育館、市民会館、勤労青少年ホーム（ホットプラザ）、片貝総
合センター、エビスヤスポーツ小千谷店 

 

▽１０月５日は入場整理券をお持ちでない方もご入場いただけますが、当日の状況により入
場をお断りする場合がございます。 

▽駐車場には限りがありますので、相乗りでご来場いただく等、ご協力をお願いいたします。 

 

平成 26年 8月 27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 

 

市制施行 60周年記念 宝くじスポーツフェア 

「はつらつママさんバレーボール in 小千谷」を開催します 

 

市制施行６０周年を記念して、また宝くじの社会貢献広報事業として｢はつらつママさん

バレーボール ｉｎ 小千谷｣を１０月４日（土）、５日（日）に開催します。 

大古誠司さん、江上由美さん、大山加奈さんをはじめ、バレーボールの世界大会やオリ

ンピック等で活躍した一流選手がドリームチームを結成し、地元のママさんチームと対戦

します。そのほか、指導者クリニック、バレーボール教室、アトラクション、選手の直筆

サイン入りグッズが当たるドリーム抽選会など各種イベントが開催されますので、是非ご

観覧ください。 

 

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ｽﾎﾟｰﾂ課ｽﾎﾟｰﾂ振興係 担当／波間・高田 

TEL：0258-83-0077  FAX:0258-83-0078 E-mail：syougai@city.ojiya.niigata.jp 
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平成26年8月27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 

 

                            

小千谷市では平成 24 年度よりバターナッツかぼちゃの特産化に取り組んでおり、新たな商

品の開発支援も行なっています。今年もバターナッツかぼちゃの収穫時期を迎え、市内飲食店

との連携により完成した新商品をご紹介いたします。 

 

 

  ○バターナッツかぼちゃを使用した新商品 

「バターナッツかぼちゃと生トマトのピッツア」

 

【商品の紹介】 

バターナッツかぼちゃをペースト状にして生地に

練り込みました。トッピングには生トマトを使用

し、彩りも美しく完成しました。 

価 格：1,400円(税込)  

発売日：9月2日 

「バターナッツかぼちゃのチーズケーキ」 

 

【商品の紹介】 

バターナッツかぼちゃのペーストを練り込み、チ

ーズとのコラボレーションを演出しました。 

価 格：550円(税込) 

発売日：9月2日 

【製造販売店】 トラットリア・レ・アーリ 小千谷市城内 3-1296-4 ℡：0258-83-4090 

 

「バターナッツかぼちゃと豆乳のつけ麺」

 

【商品の紹介】 

ラーメンスープのベースは煮干しと鶏がらをブレ

ンドしたもので、バターナッツかぼちゃのペース

トと豆乳を混ぜマイルドに仕上げました。 

スープの味付けも厳選された「醤油だれ」を使用

しました。 

価 格：950円(税込) 

発売日：8月27日 

※1日限定20食 

【製造販売店】 麺やようか 小千谷市若葉 1-114  ℡：0258-83-0816 

 

○バターナッツかぼちゃの生産者 

・（有）ファームランドえちご   ・うちがまき絆  ・ふれあいの里管理組合  

・村山 あや子（雪蔵の里） 

○バターナッツかぼちゃの収穫時期等 

  8月下旬～9月上旬ごろ 販売は翌年2月下旬までの予定ですが無くなり次第終了。 

  

農商工連携 「バターナッツかぼちゃ」を使った新商品のご紹介 

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市農林課農村支援係 担当／細川・高橋 

TEL：0258-83-3510  FAX:0258-83-2789 E-mail：nourin-nk@city.ojiya.niigata.jp 

 

 

 

mailto:nourin-nk@city.ojiya.niigata.jp

