
報道資料１ 

裏面あり 
 

 
平成 27 年 8 月 26 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 

                            

「片貝まつり花火大会（浅原神社秋季例大祭奉納煙火）」の開催について 

 
世界最大の四尺玉花火で有名な「片貝まつり花火大会（浅原神社秋季例大祭奉納煙火）」が、 

9 月 9 日（水）、10 日（木）に開催されます。 

  
◆概要 

■開催日時  

9 月 9 日（水）、10 日（木） 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 20：15、21：00、21：15、10 日 14：00（真昼の三尺玉）、21：00 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） 

☆造成地（約 50 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 



■行事のご案内 

日 時間 内容 場所など 

8 日（火） 

午後 3 時 30 分～ 
伝統祭り屋台曳き廻し

ひ き ま わ し

 
一之町～四之町～高見～浅原神社境

内～ふるさと会館 

午後 7 時 15 分～ 民踊流し 一之町～五之町 

9 日（水） 

昼夜 玉送り（町内各支部若・小

若衆、厄年各同級会） 

片貝町内 

午前 8 時～午後 3 時 筒引き 八島～一之町～浅原神社 

午後 6 時 50 分～ 

9 時 30 分 

お囃子コンクール 浅原神社境内相撲場 

午後 7 時 15 分～ 名物奉納花火太鼓 桟敷お立台 

随時 物産おみやげ販売所 表三之町特設会場 

10 日（木） 

昼夜 玉送り（町内各支部若・小

若衆、厄年各同級会） 

片貝町内 

午前 10 時～ 小学生鼓笛隊パレード 一之町～五之町 

午前 10 時 30 分～ 片貝伝統芸能保存会古式

玉送り 

一之町観音寺出発 

正午～ 県下選抜相撲大会 浅原神社境内相撲場（日本相撲協会

公認第１号相撲場） 

午後 7 時 15 分～ 名物奉納花火太鼓 桟敷お立台 

随時 物産おみやげ販売所 表三之町特設会場 

 

 

 

 

 



報道資料２ 
 平成 27 年 8 月 26 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 

                            

小千谷市移住・定住・交流ポータルサイト 
「あなたにしっくりくる暮らし おぢやにスムスム。」を開設しました 

 

小千谷市への移住・定住や交流に興味のある人を応援するため、小千谷市移住・定住・

交流ポータルサイト「あなたにしっくりくる暮らし おぢやにスムスム。」を開設しま

した。これは、小千谷市が人口問題を検討するために組織した「人口問題対策プロジェ

クト・チーム」で検討を進めてきた対策の一つです。 

移住を考える際に知りたい行政の支援策や暮らし、住まい、空き家情報バンクなど、

様々な情報をまとめて発信するサイトです。また、おぢやクラインガルテンふれあいの

里での二地域居住や、地域おこし協力隊の活動紹介や募集情報、交流自治体の紹介など

関連のある情報を掲載しております。 

今後は、実際に移住した人の体験談を掲載したり、移住相談会の開催等の最新情報を

SNS を活用して発信するなど、さらにコンテンツを充実してまいります。 

 

◆ 小千谷市移住・定住・交流ポータルサイト ◆ 

「あなたにしっくりくる暮らし おぢやにスムスム。」 

 
 ■目的 

  人口減少対策として移住・定住人口や交流人口を増やすため、興味を持つ人々に広

く情報を周知すること 

■開設日 

8 月 25 日（火） 

 ■URL 

  https://www.iju.city.ojiya.niigata.jp 

 

 

 

 
本件に関するお問い合わせ先／小千谷市地域振興課地域振興係 担当／増川・山村 

TEL：0258-83-3556 FAX:0258-83-2789 E-mail：chiiki@city.ojiya.niigata.jp 



報道資料３ 

裏面あり 
 

 

平成 27 年 8 月 26 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 

                            

重要無形文化財指定 60 周年記念事業 
小千谷縮「伝承の技展」の開催のお知らせ 

 

小千谷縮の製作技術は、江戸時代に確立されてから今日まで、人から人へ伝えられる

ことで継承されてきました。古くから変わらない技術をそのまま未来に伝えていくため

に、関係者はこれまで大変な努力を重ねてきました。 

今回、この製作技術が昭和 30 年に国の重要無形文化財指定を受けてから 60 年を迎え

ることを記念して、小千谷縮製作の関連資料展示と技術の実演を行います。文化財小千

谷縮の製作に関わる人々の思いをご覧ください。 

 

■開催日時 平成 27 年 9 月 5 日（土）～27 日（日）水曜休館（9/9 は開館） 

      午前 9時～午後 5時 

■入場無料 

■会場    小千谷市民学習センター「楽集館」展示室（小千谷市上ノ山 4-4-2） 

■展示内容 重要無形文化財小千谷縮 反物、着物、見本帳 

      小千谷縮の歴史（パネル、製作道具の展示） 

      伝承者養成事業、小千谷縮製作体験講座紹介など 

イベント情報 

〇伝承の技 実演  ※各日午前 10 時～12 時、午後 2 時～4時 

日 内容 

5 日（土）、6日（日） 苧
お

績
う

み 
原料の苧

ちょ

麻
ま

を細く裂き、つなぎ

合わせる技術 

12 日（土）、13 日（日） 絣
かすり

糸の手くびり 緯
よこ

糸の絣
かすり

になる部分をくくる 

19 日（土）、20 日（日）、21

日（祝） 

いざり機
ばた

による織

り 

古くから使われてきたいざり機
ばた

を使った織り工程 

26 日（土）、27 日（日） 湯もみ 
織りあがった反物を湯もみして

シボ（しわ）を出す工程 

 
 
                                                               
 

本件に関するお問合せ先／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／安達・内山 TEL：0258-83-0077  FAX:0258-83-0078 E-mail：syougai@city.ojiya.niigata.jp 



 
 
■明石堂一般公開  小千谷縮の創始者、堀次郎将俊をまつる明石堂の内部を公開しま

す。この機会にぜひご覧ください。 

日時：9 月 12 日（土）正午～午後 6 時 

          会場：小千谷市平成 2-5-7 極楽寺境内 

          その他：お車でお越しの方は、市民会館駐車場をご利用ください。 

 

主催  越後上布・小千谷縮布技術保存協会 

共催  小千谷市教育委員会 

問合せ 小千谷市教育委員会生涯学習スポーツ課 0258-83-0077 

      市民学習センター楽集館 0258-82-8282 
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