
報道資料１ 
 

平成 26 年 10 月 29 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 

                            

「農林水産祭参加第 54 回新潟県錦鯉品評会」が開催されます 

 

小千谷市において、11 月 1 日（土）、2 日（日）、農林水産祭参加第 54 回新潟県錦鯉

品評会が開催されます。 

この新潟県錦鯉品評会は、毎年原産地越後の秋を飾る大会であり、県内の錦鯉生産者

が丹精込めて育てた優良な錦鯉を一堂に集め、厳正な審査を行ない農林水産大臣賞など

の優秀鯉が決定されます。 

また、今年は「新潟おさかな大使」として任命されている「さかなクン」が来場し、

豊富な魚の知識やイラストをもとに県内の魚について教えてくれるトークショーが開

催されます。 

 

 ■一般公開 

 ◆日時     11月 1日（土）午後 3時から午後 5時まで 

         11月 2日（日）午前 8時から午後 3時まで 

 ◆会場     小千谷市総合体育館コミュニティプラザ 

◆入場料    500円／小学生以下は無料 

 ◆出品者    (一社)新潟県錦鯉協議会会員の錦鯉生産者 

◆出品予定水槽 150槽（直径 1～2ｍの丸型水槽） 

 ◆出品予定尾数 900尾（鯉の体長 10～100㎝） 

  

■表彰式 

 ◆日時     11月 2日（日）午後 1時 30分から午後 2時 30分頃まで 

 ◆会場     小千谷市総合体育館（市民プラザ） 

◆内容     農林水産大臣賞、水産庁長官賞、ジャンボ賞などの表彰 

◆その他    一般の方も観覧できます。 

 

■さかなクントークショー 

◆日時     11月 1日（土）午後 2時から午後 2時 45分頃まで 

◆会場     小千谷市総合体育館正面玄関前 

◆入場料    無料 

「新潟県錦鯉品評会」に関するお問い合わせ先／(一社)新潟県錦鯉協議会 

担当／広井・荒井 TEL：0258-41-1405  FAX:0258-41-1406   

「さかなクントークショー」に関するお問い合わせ先／新潟県農林水産部水産課 

担当／星野・伊藤 TEL：025-280-5312  FAX:025-283-0361 

 



報道資料２ 
 

平成 26年 10月 29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・中越大震災から10年 

第 16 回Ｗリーグ公式戦小千谷市大会の開催について 

 

バスケットボール女子日本リーグ公式戦 新潟アルビレックスＢＢラビッツの新潟ホ

ームゲーム開幕戦が１１月２２日（土）、２３日（日）に小千谷市総合体育館で開催さ

れます。小千谷市でのバスケットボールリーグ公式戦は4年ぶり、Ｗリーグでは初開催

となります。 

両日とも小中学生によるエキシビジョンゲーム、市内ダンスグループによるハーフタ

イムショーで試合を盛り上げます。是非ご観戦ください。 

■開催期日／１１月２２日（土）・２３日（日） 

■会  場／小千谷市総合体育館メインアリーナ 

■対戦相手等 

期日 時間 対戦カード等 

11月 22日（土） 

【第 1試合】 

12：05～14：00 エキシビジョンゲーム（小学男女） 

14：30 オープニングセレモニー 

15：00 「日立ハイテククーガーズ 」 

対   

「JX-ENEOSサンフラワーズ」 

【第 2試合】 17：30 オープニングセレモニー 

18：00 「新潟アルビレックス BB ラビッツ」  

対 

 「富士通レッドウェーブ」 

11月 23日（日） 

【第 1試合】 

10：05～12：00 エキシビジョンゲーム（中学男女） 

12：30 オープニングセレモニー 

13：00 「日立ハイテククーガーズ」  

対 

 「富士通レッドウェーブ」 

【第 2試合】 15：30 オープニングセレモニー 

16：00 「新潟アルビレックス BB ラビッツ」  

対 

 「JX-ENEOS サンフラワーズ」 

 

 

 

裏面につづく 



■入場料／ 

（1 日 2 試合） 前 売 料 金（当日料金） 

席 区 分 大 人 高 校 生 
市内小中学生 

※市助成金適用後 

自 由 席 （ 2 階 ） 
2,000 円 

（2,500 円）  

1,000 円 

（1,500 円）  

500 円 

（1,000 円※助成なし）     

その他指定席チケット、当日券等の詳細は、新潟アルビレックスＢＢラビッツ公式 

ウェブサイトをご覧ください。 

 市内小中学生は、小千谷市全国規模リーグ戦等観戦奨励助成金 500 円割引があります。 

詳細は小千谷市総合体育館窓口にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新潟アルビレックス BB ラビッツの選手のみなさん 

  

 

主催／公益財団法人日本バスケットボール協会、バスケットボール女子日本リーグ機構 

共催／小千谷市、小千谷市教育委員会 

協力／小千谷市バスケットボール協会、魚沼地区バスケットボール協議会、一般社団法 

人小千谷青年会議所、魚沼地区ＮＩＩＧＡＴＡ ＡＬＢＩＲＥＸ後援会 

主管／一般社団法人新潟アルビレックス女子バスケトボールクラブ 

 

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ポーツ課スポーツ振興係  

担当／横山・波間 TEL：0258-83-0077  FAX：0258-83-0078 E-mail：syougai@city.ojiya.niigata.jp 



報道資料３ 
 

平成 26年 10月 29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 

                            

第 34 回小千谷市展の一般公開について 

 

第 34 回小千谷市展の作品を展示します。芸術の秋にふさわしい力作の数々をご覧く

ださい。 

菊花・盆栽・生け花・絵手紙・押し花・鎌倉彫を展示した総合文化展も同時開催しま

す。 

 

 

■日  時／10月 31日（金）～11月 3日（祝） 

午前 9時～午後 6時（3日最終日は午後 5時まで） 

■会  場／東小千谷体育センター（勤労青少年ホーム隣接） 

■展示内容／ 

◆市展＝日本画、水墨画、洋画・版画、書道、写真、工芸・彫塑  

◆総合文化展＝菊花、盆栽、生け花、絵手紙、押し花、鎌倉彫 

■入場無料 

■表彰式／11月 3日（祝）午前 10時～勤労青少年ホーム軽運動場 

■その他／一般公開終了後、入賞作品を一堂に展示する「小千谷市展秀作展」を開催し

ます。 

     ・日時／11月 15日（土）～12月 7日（日）  

         午前 9時～午後 5時 

     ・会場／市民学習センター「楽集館」  

※休館日：毎週水曜日 

     ・入場無料 

 

 

 

 

 

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ポーツ課生涯学習係  

担当／金子・篠田 TEL：0258-83-0077  FAX:0258-83-0078 E-mail：syougai@city.ojiya.niigata.jp 



報道資料４ 
 

平成 26 年 10 月 29 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 

 

                            

小千谷市では市内で生産された農産物を利用した新たな商品開発を支援して

います。 

今回は、小千谷産の原料にこだわり作られた「真人味噌」をご紹介します。 

「真人味噌」は、小千谷市南部の真人地域振興団体「キラリ真人」が、平成

25 年 3 月で閉校となった旧真人小学校の給食室を利用して製造しました。 

  

■真人味噌 

「真人産玄米」で糀を作り、「五辺集団転作組合」が栽培した小千谷産大豆（品

種：エンレイ）を使用して、無添加にこだわって作られた味噌です。今回、半

年以上自然の温度で熟成され出荷が可能になりました。 

玄米の甘味と大豆の旨味が、美味しい味噌を作り上げました。 

  

「真人味噌」   小千谷産大豆（品種：エンレイ） 

◆ 商品概要 

・発売日：11 月 1 日  

・内容量：500ｇ（カップ詰め） 賞味期限 6 ケ月(要冷蔵) 

・価 格：660 円（税別） 

・製造量：1,200 個  

 

◆ 商品製造者  

・キラリ真人   小千谷市真人町乙 527     ℡：0258-86-3192 

 

◆ 大豆生産者 

  ・五辺集団転作組合  小千谷市高梨町 2864    ℡：0258-84-3076 

    ・栽培面積 4ｈ  生産量 10ｔ 

 

◆ 販売先  

  ・サンプラザ売店「小千谷逸品館」 小千谷市城内 1-8-25  ℡：0258-83-4800 

  ・キラリ真人         小千谷市真人町乙 527         ℡：0258-86-3192 

「真人味噌」 新発売のご紹介 

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 

 

 

 

 

写真は、後日  

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