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令和元年 8月 20 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 

                            

 
中越大震災から 15 年の節目の年に、復興に感謝し小千谷市がさらに元気にな

るように、錦鯉を通じて小千谷市にゆかりのある前川清さんのコンサートを開

催します。 

 
 

◆日時  10 月 19 日（土）午後 2 時開演 
（開場：午後 1 時） 

 
◆会場  小千谷市総合体育館 メインアリーナ 
     （桜町 4915） 

 
◆定員  1,500 人 

 
◆入場無料 ※ただし、入場券が必要です。 

入場券がなくなり次第締め切ります。 
※市内在住・在勤の方に限ります。 
※3 歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。 

  
◆入場券配布開始日時 

8 月 29 日（木）午前 9 時 

 
◆配布場所  小千谷市総合体育館、小千谷市民会館、ホットプラザ（勤労青

少年ホーム）、片貝総合センター、真人ふれあい交流館、東山・

岩沢・川井の各住民センター 

 
 
 
 
 

「中越大震災 15 年事業 前川清コンサート」開催 

お問い合わせ先／小千谷市危機管理課 担当／波間・山谷 

TEL：0258-83-3515  FAX:0258-83-2789 E-mail：bousai@city.ojiya.niigata.jp 
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令和元年 8月 20 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 

  

熱気球「新おぢや号」のデザインが決定！ 

 

小千谷市の代表的な冬のイベントである「おぢや風船一揆」などで 15 年間活躍して

きた熱気球「おぢや号」を更新するにあたり、熱気球「新おぢや号」のデザインを募集

したところ、全国から 205 件の応募がありました。 

応募作品から第一次審査で 5作品に選定し、二次審査で市内小中学生による投票によ

り採用するデザインを決定しました。 

 

 

■採用デザイン 

◆デザインは制作者の許可を得た上で、 

熱気球に適したデザイン及び小千谷市 

の意向を踏まえたデザインに修正をし 

ています。 

 

 

 

■採用デザインの制作者 

◆新潟市在住 20 歳代 女性 会社員 

 

 

■制作者のコメント 

◆優雅に泳ぐ錦鯉と、小千谷の移り変わる四季をカラフルな色を使ってデザインしま

した。錦鯉を大きく描くことで「錦鯉発祥の地」を PR し、見る人にインパクトを

残します。 

 

■その他 

 ◆採用デザインの制作者には、小千谷市の特産品等 3 万円相当分を贈呈します。 

 ◆この熱気球の製作費用を調達するガバメントクラウドファンディングは、10 月～

12 月に実施予定です。 

本件に関するお問い合わせ先／ 小千谷市観光交流課 担当／平澤・田邊 

TEL：0258-83-3512  FAX:0258-83-0871 E-mail：kanko@city.ojiya.niigata.jp 
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令和元年 8月 20 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 

                            

小千谷市が米領バージン諸島のホストタウンに 

 

 小千谷市は、2020 年東京オリンピック競技大会終了後に米領バージン諸島とホスト

タウン交流を行う予定です。今後、同地域のホストタウンとして、相互交流を進めてい

きます。 

 

 

◆契機および経緯 

(1)内閣官房東京オリンピック・パラリンピック推進本部事務局の仲介 

(2)対象国または地域選定の条件 

・市民交流がスムーズに行われやすい英語圏内 

・多人数での競技大会へ参加する国または地域でないこと 

・当市と交流したいという希望・意思があること 

 

 ◆米領バージン諸島について 

(1)位置 中南米カリブ海と大西洋との間 

   ※英領バージン諸島と隣接 

 (2)面積 347 ㎢ 
    主要な島 ①セント･トーマス島 

②セント･ジョン島 
③セント・クロイ島 

 (3)人口 102,951 人（2016 年） 

 (4)前回(リオデジャネイロ)大会実績 

  ・出場選手 7 人 

  ・出場競技 陸上競技、ボクシング、 

セーリング、競泳 

 

 ◆今後の予定 

 8 月 22 日(木) 合同調印式（東京） 

30 日(金) ホストタウン登録 

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課スポーツ振興室（総合体育館内） 担当／高橋・野村 

TEL：0258-83-0077  FAX:0258-83-0078 E-mail：syougai-sp@city.ojiya.niigata.jp 
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令和元年 8月 20 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 

                            

「アスリートトークショー」開催 

 

 障がい者への理解促進と、2020 年東京オリンピック、パラリンピック大会への関心、

機運を高めるため、ロンドンオリンピック卓球女子団体銀メダリストの平野早矢香さん

と 2020 東京パラリンピック卓球競技の出場を目指すパラアスリート立石アルファ裕一

さんのお二人によるトークショーを開催します。 

 

 ◆日  時  9 月 27 日（金）午後 6時 30 分～8時（開場：午後 6 時） 

 ◆会  場  小千谷市民会館 大ホール（小千谷市土川 1-3-3） 

 ◆演  題  アスリートトークショー 

「パラスポーツ・アスリートをもっと知ろう in 小千谷」 

 ◆講  師 ●平野早矢香さん（ロンドンオリンピック卓球女子団体銀メダリスト） 

栃木県出身。5 歳から卓球を始め、全日本選手権では 5 度の優勝。

世界選手権・世界卓球では、2001 年の大阪大会から 14 大会連続出場。

2016 年春に惜しまれつつ現役引退。現在はニッタクアドバイザーとし

てスポーツキャスターや講演、そして卓球講習会などで活躍中。 

●立石アルファ裕一さん（パラ卓球・立位 8 クラス選手） 

福岡県出身。両下肢機能障害により、かかと重心でプレー。2017

年アジア選手権 3 位。国際クラス別パラ卓球選手権優勝。2020 年東

京パラリンピック出場資格である世界ランク上位に入るために国際大

会でのランキング UP を目指す。 

◆定  員  470 人 

 ◆入場無料  ※ただし、聴講券が必要です。聴講券が無くなり次第締め切ります。 

 ◆配布場所  小千谷市総合体育館、小千谷市民会館、ホットプラザ（勤労青少年ホ

ーム）、真人ふれあい交流館、各住民センター、片貝総合センター 

 ◆その他   同日、小千谷小学校、千田小学校で立石さんによる出前授業を行いま

す。 

 

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課スポーツ振興室（総合体育館内） 担当／高橋・野村 

TEL：0258-83-0077  FAX:0258-83-0078 E-mail：syougai-sp@city.ojiya.niigata.jp 
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令和元年 8月 20 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、地震発生を想定した地区別防災訓練を行います。 

この訓練は、自然災害に備え、自主防災会、防災機関・団体間の協力関係を深めると

ともに、市民のみなさんから「自らの身体と財産は自ら守る」という防災意識に対する

理解と意識を高めてもらうことを目的としたものです。 

 

 

■日時      9 月 8 日（日）午前 8時 30 分～11 時 30 分 

■会場      総合体育館コミュニティプラザ（小千谷市桜町 4915 地内） 

■訓練対象地区  城川地区（桜町・時水・両新田・藪川・山谷・坪野） 

■主な訓練内容  災害情報伝達訓練、住民避難訓練、避難行動要支援者安否確認訓練、

現場指揮本部設置訓練、被害情報等収集伝達訓練、避難所開設訓練、

初期消火訓練、負傷者応急処置訓練 

※雨天決行ですが、状況によっては訓練の一部を 

中止、または内容を変更することがあります。 

■展示コーナー  はしご車 

■体験コーナー  煙体験ハウス、地震体験車 

■伝達手段    緊急告知ラジオ、緊急情報メール、Yahoo!防災速報 

■その他    ・当日会場周辺では消防車などのサイレンを鳴らします。 

        ・周辺で交通規制をする場合があります。 

 

「小千谷市地区別防災訓練」を行います 

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・原子力安全対策係 担当／山谷・内山 

 TEL：0258-83-3515  FAX:0258-83-2789 E-mail：bousai@city.ojiya.niigata.jp 
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令和元年 8 月 20 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 

                            

ガス水道フェア２０１９  を開催 

 

「安全・安心・快適・ＥＣＯ な暮らし」をキャッチフレーズに、ガス水道フェア 2019 を

開催します。温室効果ガスのＣＯ２（二酸化炭素）の発生量が、他の化石燃料に比べ少な

い都市ガスを安心してご利用いただけるよう、快適な暮らしを提案します。 

最新ガス機器の展示販売会のほか、お子さんが楽しめるコーナーなど、楽しい企画をご

用意しています。 

 

●ガス水道フェア 2019 

◆日時  9 月 28 日（土）午前 10 時～午後 3 時 30 分 

 ◆会場  小千谷市総合産業会館（城内 1-8-25） サンプラザ 大ホール 

 ◆入場無料 

◆開催内容  

 ・ガス水道ＰＲ展 

＊ガス料金のお得なメニューＰＲ 

＊おいしい水のＰＲ 

 ・ガス機器展示販売会 

＊ガラストップコンロ、ビルトインコンロ、ガスストーブ、 

炊飯器、エコジョーズ給湯器、衣類乾燥機等の展示・廉価販売 

 ・新浄水場バス見学ツアー 

＊午前・午後各 1 回(午前 10 時 30 分～正午、午後 1 時 30 分～3 時) 

※事前申込が必要となります。 

 定員各 20 人（定員になり次第締め切ります。） 

・東山五人杵つき餅保存会による餅つき 

＊300 名様へ無料配布（つき上がり予定時刻／午前 11 時 30 分・正午） 

・スタンプラリー抽選会 

＊豪華景品が当たる。（空くじなし） 

 ・「よし太くん」とじゃんけん大会  

  ・ガス管お絵かきコーナー（実際の工事に使用するガス管 

にお絵かきができます） 

  ・来場者に「よし太くん」焼きを 1 個プレゼント 

＊9 月 26 日（木）朝刊折込チラシに引換券がつきます。 

 

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市ガス水道局 業務課 担当／小田嶋・島峰 

TEL：0258-82-4115  FAX:0258-82-5551 E-mail：gasu@city.ojiya.niigata.jp 
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令和元年 8月 20 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 

 

親子で一緒に参加できるわくわくコースもあります！ 

「第 42 回小千谷トリム・ウォーキング大会」を開催 

 

10 月に開催される「おぢや健康福祉まつり」の関連事業として、「第 42 回小千谷ト

リム・ウォーキング大会」を開催します。8月 25 日より参加申込を受け付けます。 

今年もみなさんのご参加をお待ちしています。 

（おぢや健康福祉まつりの詳細は 9 月に報道発表します。） 
 

■第 42 回小千谷トリム・ウォーキング大会 

 ◆期日 10 月 14 日（体育の日） 

 ◆発着場所 小千谷市総合体育館（桜町 4915） 

 ◆コース 12 ㎞コース：太田ダム、お満ヶ池をまわるコース 

8km コース：太田ダムを往復するコース 

わくわく：白山運動公園でアトラクションゲームに参加するコース 

 ◆参加料  

区分 事前申込 当日申込 

大人 500 円 700 円 

小・中学生 300 円 400 円 

未就学児 無料 

 

 ◆申込方法 申込書に参加料を添えて、下記窓口へお申込みください。また、定額小

為替による郵送でのお申込みも可能です。詳しくはお問い合わせくださ

い。 

◆申込締切 窓口：10 月 10 日（木） 各施設の閉館時間まで 

郵送：10 月 3 日（木） 

◆申込窓口 小千谷市総合体育館、ホットプラザ、片貝総合センター 
 

その他詳細は添付の要項をご覧ください。 

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課スポーツ振興室スポーツ振興係 担当／野村・遠藤 

TEL:0258-83-0077  FAX:0258-83-0078 E-mail:syougai-sp@city.ojiya.niigata.jp 
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令和元年 8 月 20 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）」を開催 

 
世界最大級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（月）、10 日（火）に開催されます。 

  
 

■大型花火打上げ予定時刻（雨天決行）  

◆正四尺玉  両日とも午後 10 時 

◆正三尺玉  9 日：午後 8 時 30 分 

10 日：午後 2 時（真昼の三尺玉）、午後 9 時 

◆正二尺玉  9 日：午後 8 時 5 分 

 ※観覧場所：浅原神社（片貝町 6548）奥  

 

■シャトルバス 

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

   ◆運行時間 行き：午後 4 時～7 時 30 分随時運行 

帰り：午後 8 時 30 分～10 時 45 分随時運行 

   ◆料金    片道 400 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 1,350 台） 

    □イオン小千谷店（約 300 台） 

    □小千谷市総合体育館（約 300 台） 

    □白山運動公園（約 400 台） 

    □西部工業団地 

☆㈱第一測範製作所（約 200 台）※午後 5 時以降 

☆西部工業団地造成地（約 50 台） 

☆㈱越後製菓小千谷工場（約 100 台） 

    

 ※花火大会の詳細については、片貝町煙火協会 84-3900 へお問い合わせください。 

 

■テレビ・ラジオ生放送 

◆ＢＳテレビ生放送 

放送日：9月 10 日（火）午後 7 時～10 時 15 分 

   放送局：ＢＳフジ 

        

  ◆ＦＭラジオ生放送 

    放送日：9月 9日（月）・10 日（火） 午後 7 時～10 時 15 分頃 

    放送局：ＦＭながおか（80.7 メガヘルツ） 

 

 

 本件に関するお問い合わせ先／小千谷市観光交流課 担当／田邊・堀澤 

TEL：0258-83-3512  FAX:0258-83-0871 E-mail：kanko@city.ojiya.niigata.jp 
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