
報道資料１ 
 

平成 28 年 6 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 

                            

【期間・数量限定】小千谷市ふるさと納税「夢の架け橋基金」返礼品 
おぢやまつり大花火大会観覧席・片貝まつり奉納煙火桟敷席を追加 

 

 小千谷市ではふるさと納税「夢の架け橋基金」へ寄附をしていただいた方へ感謝の気

持ちとしてお礼の品をお贈りしています。 

 「おぢやまつり大花火大会観覧席」「片貝まつり奉納煙火桟敷席」を期間限定の返礼

品として追加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市企画政策課企画経営係 担当／篠田・福島 

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

■内容 

 ◆おぢやまつり大
だい

花火大会観覧席 

   開催日時／平成 28 年 8 月 20 日（土） 

午後 7時 15 分～午後 9時 00 分（予定） 

   返礼品内容／ 

【寄附金額 5万円以上】限定 10 名／テーブル席（4名まで利用可） 

    【寄附金額 3万円以上】限定 20 名／ベンチシート（3名まで利用可） 

＋魚沼産コシヒカリ５kg 

 ◆片貝まつり奉納煙火桟敷席 

   開催日時／平成 28 年 9 月 9日（金）・9月 10 日（土） 

両日とも午後 7時 30 分～午後 10 時 20 分（予定） 

   返礼品内容／ 

【寄附金額 3万円以上】限定 15 名／9月 9日椅子席ペア券 

【寄附金額 3万円以上】限定 15 名／9月 10 日椅子席ペア券        

 

■受付期間 

  ・おぢやまつり大花火大会観覧席／平成 28 年 7 月 29 日（金）まで 

  ・片貝まつり奉納煙火桟敷席／平成 28 年 7 月 15 日（金）まで 

   ※いずれも数量に達し次第、受付終了 

 

■申込方法 

 ・市ホームページ「ふるさと納税」サイトの申込フォームからの申込み 

 ・専用申込書による申込み（郵送、メール、ＦＡＸにより申込み） 

裏面あり



■おぢやまつり大花火大会観覧席 

 ◆テーブル席（4 名まで利用可） 

【寄附金額 5 万円以上】限定 10 名 

 

 

 

 

 

 

 

      

 ※写真は、イメージです。 

 

 ◆ベンチシート（3 名まで利用可）＋魚沼産コシヒカリ 5kg 

 【寄附金額 3万円以上】限定 20 名 

 

 

 

 

 

 

   

 

 ※写真は、イメージです。 

 

 

■片貝まつり奉納煙火桟敷席 

 ◆椅子席ペア券 

 【寄附金額 3万円以上】 

9 月  9 日：限定 15 名 

9 月 10 日：限定 15 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ※写真は、イメージです。 
 



報道資料２ 

■被爆体験伝承講話会 
 ◆日程・会場  7 月 20 日（水） 午前～片貝中学校、午後～小千谷中学校 

         7 月 21 日（木） 午前～東小千谷中学校 

 ◆概要     被爆者の高齢化が進み、被爆体験をお話しされる方が少なくなって

きている中、被爆者からその体験や平和への思いを受け継いだ「被

爆体験伝承者」を広島市からお招きし、講話会を開催します。 

一般の方も聴講できますのでぜひご来場ください。 

 

■非核平和ポスター展 

 ◆日程     8 月 1 日（月）～8月 16 日（火） 

 ◆会場     小千谷市総合産業会館サンプラザ 2階ロビー 

 ◆概要     非核平和の大切さをより多くの方から理解していただくため、広島

市及び海外の小・中学生が平和をテーマに描いたポスターや原爆被

害などの写真を展示します。 

 

■平和を願う折り鶴募集 
 ◆受付期限   7 月 29 日（金） 

 ◆受付窓口   企画政策課企画経営係（市役所 3 階） 

 ◆概要     広島平和記念公園に捧げる平和を願う折り鶴を募集します。 

         お預かりした折り鶴は広島市へお届けし、広島平和記念公園にある

「原爆の子の像」に捧げていただきます。 

 

平成 28 年 6 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 

                            

非核平和推進事業 
被爆体験伝承講話会・非核平和ポスター展を開催 

 

小千谷市は、平成 4 年に非核平和都市宣言を行い、核兵器の廃絶と、平和の確立に市

民一人ひとりが努力することを誓いました。 

戦争の悲惨さ、平和の大切さを次世代に伝えるため、今年度は被爆体験伝承講話会及

び非核平和ポスター展を開催します。また、平和を願う折り鶴を募集します。 

 

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市企画政策課企画経営係 担当／福島・佐藤 

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



報道資料３ 
 

平成 28 年 6 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 

                            

杉並区との連携事業 
「親子で体感！すぎなみバスツアー」「松原浩写真展」を開催 

 

 長年にわたり官民相互で深い交流を続けている東京都杉並区との連携事業の一環と

して、杉並区内で下記の事業を行います。 

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 

■親子で体感！すぎなみバスツアー 

 ◆日程    7 月 29 日（金）～30 日（土）1泊 2日 

 ◆募集人員  30 名（小千谷市民を対象） 

 ◆参加費   子ども（小学生以下）5,000 円 大人（中学生以上）8,000 円 

 ◆行程    別紙の通り 

 ◆主催・申込 小千谷市グリーン・ツーリズム推進協議会（サンプラザ内） 

        TEL：0258-83-4800 FAX：0258-82-1330 

        E-mail：info@ojiyafan.com 

 ◆その他   10 月には阿佐ヶ谷ジャズストリートを見学するモニターツアーを

予定しています 

■松原浩写真展「小千谷の四季～こころに映った風景」 

 現在、楽集館で開催されている松原浩さんによる小千谷の風景写真展を、昨年に

引き続き松原さんの故郷である杉並区で開催します。 

松原さんの作品は、HDR（ハイダイナミックレンジ）と呼ばれる技法を駆使して実

際の景色記憶と重なるよう写真に仕上げたのが特徴です。都会では絶対に観ること

のできない、美しい小千谷の四季がご覧いただけます。 

 ◆日時   7 月 4 日（月）～15 日（金）午前 8時から午後 5時 

       ※土日を除く（初日のみ午後 1時から開始） 

 ◆会場   杉並区役所 2階区民ギャラリー（杉並区阿佐ヶ谷南 1－15－1） 

 ◆主催   小千谷市 

 ◆その他  入場無料 

■松原浩写真展スライド・トーク 

 作者自らが写真の楽しみ方と展示作品に込めた想いについてスクリーンに映写し

ながら解説します。 

 ◆日時   7 月 11 日（月）午前 10 時から 

 ◆会場   杉並区役所分庁舎（杉並区成田東 4－36－13） 



報道資料４ 
 

平成 28 年 6 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 

                            

東日本旅客鉄道株式会社との共生事業 
市民の家・小千谷信濃川水力発電館の愛称を決定！ 

 

東日本旅客鉄道株式会社との共生事業として整備している「市民の家・小千谷信濃川

水力発電館」の愛称を、『おぢゃ～る』と決定しました。 

 今後、生涯学習や交流、観光の拠点として多くの皆さまからご利用いただき、小千谷

市のシンボル、山本山とともに市民の憩いの場として『おぢゃ～る』を活用していただ

きたいと思います。 

 また、『おぢゃ～る』のオープニングセレモニー（竣工式）およびオープニングイベ

ントを下記日程で開催いたしますので、併せてお知らせいたします。 

 

 

 

■施設愛称 

 ◆愛称     おぢゃ～る（おぢや＋ＪＲの造語） 

 ◆提案者    小千谷市立千田中学校 １年生 和田 真
まさ

輝
き

さん 

 ◆ロゴタイプ      

   

 

 

 ◆デザイン者  長船
おさふね

 泰
たい

志
し

さん（杉並区交流団体「わぐわぐＷｏｒｋｓ」） 

 

■オープニングセレモニー（竣工式） 

 ◆日時     7 月 21 日（木）午前 10 時開式 

 ◆会場     『おぢゃ～る』正面玄関付近 

 ◆内容     市・ＪＲ関係者によるテープカットなど 

  

 

  

裏面あり 



■オープニングイベント 

 ◆日時     7 月 24 日（日）午前 10 時～午後 4 時 

         （『おぢゃ～る』開館時間 午前 9 時～午後 5 時） 

 ◆会場     『おぢゃ～る』館内・芝生広場 

 ◆内容     ＪＲ東日本記念撮影コーナー、１／８０鉄道模型展示、 

         木工体験、真夏の雪遊び、ミニＳＬ試乗体験、 

         市内アウトドア団体活動紹介、飲食ブースなど 

 

本件に関するお問い合わせ先／ 

■オープニングセレモニーに関すること／ 

小千谷市教育委員会生涯学習スポーツ課 担当／佐藤・内山 

TEL：0258-83-0077  FAX:0258-83-0078 E-mail：syougai@city.ojiya.niigata.jp 

■愛称決定及びオープニングイベントに関すること／ 

市民の家・小千谷信濃川水力発電館『おぢゃ～る』 担当／近藤・加藤 

TEL：0258-82-2478  FAX:0258-86-6178 E-mail：ojr@city.ojiya.niigata.jp 
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