
報道資料 1 
令和 2年 7月 28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                            

                            

新型コロナウイルス感染症対策に関して、補正予算を専決処分 

 

1．花火事業者支援 「おぢや産花火打ち上げプロジェクト」で花火を打ち上げ 

■内  容／市内の花火事業社 2社を支援するとともに、地域社会が元気になるように

様々な形で花火を打ち上げるもの。 

■予算規模／900万円（うち市負担分：310万円） 

 

 

2．4月 28日以降に生まれた新生児へ給付金を支給 

■内  容／特別定額給付金の対象とならない基準日の翌日（4 月 28 日）以降に生ま

れた新生児のいる家庭へ 10万円を給付するもの。 

■予算規模／2,000万円 

 

 

3．湯どころ「ちぢみの里」来館キャンペーン 

■内  容／市民の健康増進とちぢみの里の誘客促進のため、市民の入館料を割り引く

もの。また近隣施設とのスタンプラリーの実施。 

■予算規模／1,600万円 

 

4．避難所の施設改修等を実施 

■内  容／新型コロナウイルスの感染リスク軽減のため、施設改修や物品を整備する

もの。 

■予算規模／8,173万円 

 

本件に関するお問い合わせ先／個票の各報道資料参照 
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令和 2年 7月 28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 

                            

花火事業者支援 

「おぢや産花火打ち上げプロジェクト」で花火を打ち上げ 

 

おぢやまつりや片貝まつりだけでなく、全国的に花火の打ち上げイベントが中止とな

り、市内の花火事業者が苦しんでいます。そのため、市民有志と関係者が連携して「お

ぢや産花火打ち上げプロジェクト」を立ち上げ、花火を打ち上げる機会を設けることで

花火事業者を支援します。プロジェクトでは、この困難な状況をみんなで支え合いなが

ら乗り切ろうという思いを込めて花火を打ち上げる、３つの事業を実施します。 

「おぢや産花火打ち上げプロジェクト」３つの事業 

■①COVID-19退散！元気玉リレー 

  新型コロナウイルス感染症の退散を願い、この困難な状況をみんなで乗り切ろうという

思いを込め、19発の花火を市内 4会場で順次打ち上げ、リレー形式で元気をつなぎます。 

 ◆日時   8月 1日（土）19時 19分～ 以降、19分おきに順番に打ち上げ 

 ◆場所   ①片貝（浅原神社裏）、②東栄（信濃川河川敷）、③川井新田（川井本田集会

所裏河川敷）、④真人（旧真人小学校東側河川敷） 

◆内容   4会場とも 19連打（5号 9発、7号 5発、10号 5発） 

■②あなたの思い打ち上げます！ハナビの窓口 

  お祝い、祈願など、花火大会やまつり期間以外でも花火の打ち上げ希望にお応えする受

付窓口を設置しました。下記期間に限り、特別料金にて打ち上げを承ります。また、市外

の方は、ふるさと納税制度を活用するとさらにお得に打ち上げができます。 

 ◆受付期間 8月 1日（土）～12月 18日（金） ※打ち上げは 9月 1日（火）～ 

 ◆金額   花火玉の大きさ・数で異なります。＜例＞5号玉打ち上げ 15,000円 

◆申込先  小千谷観光協会 

■③新成人応援！2020 の笑顔を 20に 

  成人式が延期になっている新成人の前途を祝して、市民から協賛を募り、成人式の夜に

花火を打ち上げます。新成人の夢を花火に込めて打ち上げ、「まちの希望」とします。 

◆日時   9月 20 日（日）20時打ち上げ 

 ◆会場   小千谷市内 2か所を予定 片貝（浅原神社裏）、東栄（信濃川河川敷） 

※いずれも、打ち上げをインターネットで中継又は録画にて公開します 

■プロジェクト構成メンバー 市民有志、片貝花火サポーターズ倶楽部、小千谷市 

小千谷観光協会（事業協力／㈲小千谷煙火興業、㈲片貝煙火工業） 

■プロジェクト代表者 小見山紘喜（小千谷観光協会長） 

■詳しくはプロジェクトホームページをご覧ください 

          https://hanabiojiya.wixsite.com/meisan 

本件に関するお問い合わせ先／プロジェクト事務局（小千谷観光協会）担当／阿部 

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



【別紙】 

「おぢや産花火打ち上げプロジェクト」補足資料 

プロジェクト実行委員会作成 

 

■プロジェクト立ち上げのきっかけ 

 感染症拡大の影響で自粛が続いた 5月半ば。片貝まつりの中止が決まり、地元では落胆の声が広

がっていました。年に一度、思いを込めて打ち上げる花火を楽しみにしていた住民たちは、花火事

業者の苦境を知るとともに、自分たちも花火を上げて元気を出そうと独自に打ち上げの計画（片貝

花火サポーターズ倶楽部）を練っていました。 

一方、小千谷市役所では、市民生活と市内経済を守ると同時に活気を生み出すためのアイディア

を職員に募り、事業化の検討に入っていました。その中で、公的な支援が届きにくい花火事業者の

支援について、観光協会とともに検討が進んでいました。 

その 2つのアイディアがひとつになり、市民と関係団体、事業者が連携することで実現したのが

今回のプロジェクトです。 

 

■プロジェクトの目的 

イベント等の中止により、市内の花火事業者 2社（小千谷煙火興業、片貝煙火工業）が苦境に立

たされています。この 2社は自社で花火を生産し打上げを行う、いわば「花火の地産地消」を行っ

ており、また、越後三大花火と呼ばれる「海の柏崎」、「川の長岡」、「山の片貝」の全てに関わる全

国的にも重要な事業者です。 

全ての経済活動に制限がかかる中、飲食店などは市独自の商品券等で消費を喚起していますが、

花火玉は一般的な方法で消費することができません。消費がなければ花火事業者の経営を続けてい

くことはできないのです。そのため、小千谷産の花火玉を打ち上げ、事業者支援を実施するととも

に、花火を打ち上げる文化を守っていこうというのがこのプロジェクトの目的です。 

なお、2 社の事業者は日頃から切磋琢磨して技術を磨いてきましたが、今回、互いに協力と役割

分担をしながらこの事業に取り組み、共演します。 

また、生活に様々な影響が続いているこの困難な状況を、市民みんなで支え合いながら乗り切ろ

うという思いを込めた花火を打ち上げることで、地域社会に元気を出していくきっかけづくりにし

ていただくためのプロジェクトでもあります。 

 

■おぢや産花火打ち上げプロジェクト実行委員会 

 ・市民有志、片貝花火サポーターズ倶楽部、小千谷市、小千谷観光協会の連携による任意組織 

・事業協力／㈲小千谷煙火興業、㈲片貝煙火工業 

 ・実行委員長 小見山紘喜（小千谷観光協会長） 

 

■感染症拡大防止に向けた取り組み 

 ・イベント等に関するガイドライン、感染症拡大防止の関するチェックリスト等の遵守 

 ・屋外観覧時のマスク着用等、感染予防の呼びかけ徹底 

 ・インターネット中継によって、現場に人が集まらない工夫 

 ・ホームページ等による情報周知 https://hanabiojiya.wixsite.com/meisan 



■３つの事業（詳細） 

①COVID-19退散！元気玉リレー 

  新型コロナウイルス感染症の退散を願い、この困難な状況を市全体で乗り切ろうという思いを

込めて、19発の花火を市内 4か所で順次打ち上げ、リレー形式で元気をつなぎます。 

19：19開始、以後 19分おきに打ち上げ ※小雨決行、荒天の場合は翌日に順延 

◆日時及び会場 8月 1日（土） ①19：19片貝（浅原神社裏）⇒②19：38東栄（信濃川河川敷） 

⇒③19：57川井新田（川井本田集会所裏河川敷）⇒④20：16真人（旧真人小学校東側河川敷） 

◆内容 19連打（5号 9発、7号 5発、10号 5発）×4会場 

②あなたの思い打ち上げます！ハナビの窓口 

  お祝い、祈願など、花火大会やまつり期間以外でも、いつでも市民からの打ち上げ希望にお応

えする仕組みです。受付期間内の申込みに限り、お得な「特別価格」でご提供します。 

市内の方は、観光協会を通じてお申し込みいただけます。また、市外の方はふるさと納税制度

をご利用いただくと、さらにお得に打ち上げが可能です。 

◆コース及び金額 

コース 特別価格 通常価格 備考 

5号玉 15,000円 30,300円 
・いずれも打上経費を含みます 

・スターマイン、バラエティパ

ックは予算に応じて内容を選

べます 

7号玉 30,000円 43,700円 

10号玉（尺） 58,000円 72,500円 

スターマイン 150,000円～ 168,000円～ 

バラエティパック 60,000円～ 78,000円～ 

※ふるさと納税制度を活用の場合は「ふるさとチョイス」のポータルサイトから申し込み 

（https://www.furusato-tax.jp/） 

 ◆受付期間 令和 2年 8月 1日（土）～12月 18日（金） ※打ち上げ開始日 9月 1日（火） 

 ◆打ち上げ場所及び打ち上げ日 事務局の指定する場所・日程からお選びいただきます 

③新成人応援！2020の笑顔を 20に 

  成人が延期になってしまっている新成人の前途を祝し、市民から協賛を募って、成人式当日の

夜に花火を打ち上げます。新成人の夢を花火に込め、「まちの希望」とします。 

 ◆日時  9月 20日（日）20時一斉打ち上げ 

 ◆会場  片貝（浅原神社裏）、東栄（信濃川河川敷） 

◆協賛募集期間  8月 1日（土）～8月 31日（月） 

 ◆協賛募集方法  小千谷観光協会及び小千谷新聞社窓口、口座振込、市内店舗への募金箱設置 

 ※小雨決行、成人式が延期になった場合も同日に打ち上げます 

■事業費（見込） 

事業名 総事業費 うち市負担 協賛その他 

①COVID-19退散！元気玉リレー 250万円 250万円 0 円 

②あなたの花火を打ち上げ！花火の窓口 300万円 60 万円 240万円 

③新成人応援！2020の笑顔を 20に 350万円 0 円 350万円 

合 計 900万円 310万円 590万円 

■インターネット中継  打ち上げは全てインターネット中継します（録画の場合あり） 

https://www.furusato-tax.jp/
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令和 2 年 7 月 28 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 

 

                            

4月 28日以降に生まれた新生児へ給付金を支給 

 

 国が実施する「特別定額給付金」の対象とならない 4 月 28 日以降に生まれた

新生児を対象に、出産・育児のための家庭への経済支援として「新生児子育て応

援特別給付金」を支給します。 

 

 

■『新生児子育て応援特別給付金』の概要 

 

◆対象者／以下の要件を全て満たしている子 

①令和 2年 4月 28日～令和 3年 3月 31日生まれの子 

②出生日から申請日まで引き続き小千谷市に住民登録されている子 

③出生日から申請日まで引き続き父または母が小千谷市に住民登録

されている子 

     

      

◆給付額／子ども 1人あたり 10万円 

 

◆その他／給付を受けるためには、申請手続きが必要です。 

     対象の方には、市から申請書を送付します。 

 

 

 

本件に関するお問合せ先／小千谷市健康未来こども課子育て応援係 担当／赤井・横山 

TEL：0258-83-3640  FAX:0258-82-8964 E-mail：kenko-ko@city.ojiya.niigata.jp 
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令和 2 年 7 月 28 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 

                            

湯どころ「ちぢみの里」来館キャンペーン 

 

湯どころ「ちぢみの里」は、国道 17 号沿いの「道の駅」として情報ターミナルやトイレなどと

併設した温泉施設として、多くの方からご利用いただいておりますが、新型コロナウイルス感染症

の影響によりお客様が減少しています。 

多くの皆様から「ちぢみの里」をご利用いただきたく来館キャンペーンを実施します。温泉を利

用してもらうことでの癒しや健康増進、また近隣市と連携した取り組みを行うことで、今後の広域

的な温泉需要喚起に繋げます。 

ぜひ、湯どころ「ちぢみの里」へお越しください。 

 

 

■利用料割引サービス（入館料割引券の配布） 

◆対 象 者 小千谷市民 

◆割引内容 大 人：900円 → 500円（夜間 700円 → 300円） 

      小学生：500円 → 無 料（夜間 300円 → 無 料） 

◆配布枚数 1世帯 5枚（広報おぢや 8月 10日号に折り込み全戸配布） 

◆期  間 8月 10日（祝・月）～11月 8日（日） ※休館日：毎週水曜日 

◆開館時間 午前 10時～午後 9時 

 ※時短営業により閉館時間が通常より 1 時間早い午後 9 時となっています。今後の状

況により変更となる場合があります。 

 

■えちご湯～湧くの 4温泉スタンプラリー 

長岡市、魚沼市、小千谷市の 3市が連携し、各市の温泉施設をめぐるスタンプラリーを実施します。 

◆対象施設 長岡市  えちご川口温泉 

      魚沼市  神湯とふれあいの里、ゆ～パーク薬師 

      小千谷市 ちぢみの里 

◆対 象 者 全ての来館者 

◆期  間 8月 10日（祝・月）～11月 8日（日） 

◆特  典 各施設で配布するスタンプカードへ施設利用会計時にスタンプを押印。 

4施設全てを巡っていただいた方を対象とし抽選で 3市特産品プレゼント、 

      参加賞として記念品（タオル）を先着 5,000人程度に配布 

 

 

 

 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市観光交流課 担当／荻野・田邊 

TEL：0258-83-3512  FAX:0258-83-0871 E-mail：kanko@city.ojiya.niigata.jp 
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令和 2 年 7 月 28 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 

   

新型コロナウイルス感染リスク軽減のため 避難所の施設改修を実施 

 

災害時の避難所における、新型コロナウイルスの感染リスク軽減のため、学校体育館

や住民センターなどの避難所となる公共施設等の改修や必要な物品の整備を行い、避難

環境の向上を図ります。 

 

■整備概要 

 ◆避難所における 3 密の回避のため、換気の際の防虫対策として網戸等を設置す

る施設改修や、水道蛇口の自動水栓化（レバー式水洗）を実施します。 

  また、避難所用のサーモグラフィ、折りたたみベッドなどの物品を購入し、災

害の発生に備えます。 

  

■施工施設 

総合体育館、勤労青少年ホーム、各住民センター、農業管理センター、市内小・

中学校など 

  

  

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／佐藤・石黒 

TEL：0258-83-3515  FAX:0258-83-2789 E-mail：bousai@city.ojiya.niigata.jp 



報道資料 2 
令和 2 年 7 月 28 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 

                            

 

 

観光 PR用錦鯉ディスプレイウォールを作製 

 

観光 PR 用ディスプレイウォールを作製しました。今回作製したものは｢錦鯉発祥の地 小千谷市｣を PR

できるものとしました。 

 

◆活用方法 

8月13日から、新潟空港国際線到着ロビー（インフォメーションカウンター脇）に設置し、国内外の利用

者に広く PRをしていくほか、首都圏での観光イベントや交流イベント等で活用していきます。 

 

◆仕様  

・ストレッチスタンド本体： サイズ 幅 2,240mm×高さ 2,240mm×奥行き 315mm、重量 10ｋg 

・布（デザインメディア）：  サイズ 幅 2,240mm×高さ 2,240mm、材質：トロマット・加工・防炎タイプ 

・QR コードを読み込むことで、錦鯉 PR動画を見ることが可能。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※また、職員がイベントなどで活用する錦鯉キャップを作製しました。 

職員がかぶって PR活動をしたり、 来場者がかぶって記念撮影を 

したりなどを想定しています。 

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市観光交流課 担当／田邊・荻野 

TEL：0258-83-3512  FAX:0258-83-0871 E-mail：kanko@city.ojiya.niigata.jp 
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令和 2 年 7 月 28 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 

                            

令和 3 年度全国闘牛サミット開催地決定 

 

全国闘牛サミット協議会は、6 県の 9 市町と 8 団体で構成され、闘牛文化の保存と伝承、相互の交流、

親睦を深めることを目的に、構成市町を輪番で開催地とし全国闘牛サミットを毎年開催しています。 

本年 6 月に開催を予定していた第 23 回全国闘牛サミット in おぢや大会は、新型コロナウイルス感染拡

大防止のため、一同に会した交流会や記念闘牛大会は開催できませんでしたが、書面決議による総会を

開催し、令和 3年度（第 24回大会）は、小千谷市での開催とすることで承認され、決定しました。 

新型コロナウイルスが終息することを願い、大会開催、成功に向け準備を進めていきます。 

 

 

 

■全国闘牛サミット協議会 

 

◆構成市町、団体（9市町 8団体） 

 岩手県久慈市、新潟県長岡市、島根県隠岐の島町、鹿児島県徳之島町、鹿児島県天城町 

 鹿児島県伊仙町、沖縄県うるま市、愛媛県宇和島市、新潟県小千谷市 

 いわて平庭高原闘牛会、山古志闘牛会、全隠岐牛突き連合会、徳之島闘牛連合会、 

 沖縄県闘牛組合連合会、うるま市闘牛組合連合会、宇和島観光闘牛協会、小千谷闘牛振興協議会 

 

◆近年開催地 

 令和元年度（第 22回大会）鹿児島県天城町 

 令和 2年度（第 23回大会）新潟県小千谷市（書面決議による総会のみ開催） 

 令和 3年度（第 24回大会）新潟県小千谷市 

 ※開催地は輪番制で小千谷市の次は愛媛県宇和島市となります。 

 

◆開催内容（予定） 

・記念闘牛大会、総会、交流会 

・開催予定日：令和 3年 6月 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市観光交流課 担当／荻野・田邊 

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



報道資料 4 

令和 2 年 7 月 28 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 

                            

小千谷市遺族連合会、小千谷市教育委員会、小千谷市 主催事業 
  

企画展「戦後 75年 平和への祈りを千羽鶴にこめて」開催 

 

 戦争関連資料と非核平和ポスターの企画展示を開催します。 

これまで市民の皆様から寄贈いただいた戦争に関連する資料を、戦争体験者の

方々による解説とともに展示します。会場ではブースを共有し、非核平和ポスタ

ーを展示します。 

戦後 75 年を迎える今年、貴重な資料を通じて今一度戦争を振り返り、改めて

平和への祈念を行うとともに、非核平和の大切さをより多くの方から知ってもら

いたいです。 

 

◆日時／令和 2年 7月 30日（木）～8月 31日（月）午前 9時～午後 5時 

 

◆会場／小千谷市総合産業会館サンプラザ 2階ロビー（城内 1-8-25） 

 

◆内容／戦争関連資料と非核平和ポスターの展示 

   ＜資料展示ブース＞ 

     ・戦地から家族へ宛てた手紙、戦時中の写真（約 20点） 

・戦争体験者によるお話し動画視聴 

    ＜非核平和ブース＞ 

・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 

（約 20点） 

     ・折り鶴作りコーナー 

 

◆入場無料 

 

◆主催／小千谷市遺族連合会、小千谷市教育委員会、小千谷市 

 

◆問い合わせ／資料展示ブース：小千谷市教育委員会 生涯学習課社会教育係 

（小千谷市民会館内 TEL:0258-82-9111） 

非核平和ブース：小千谷市企画政策課 企画経営係 

（TEL:0258-83-3507） 

本件に関するお問合せ先／小千谷市教育委員会生涯学習課社会教育係 担当／白井・岡元 

TEL：0258-82-9111  FAX:0258-82-9112 E-mail：syougai-sk@city.ojiya.niigata.jp 



報道資料 5 

 

令和 2年 7月 28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 

                            

令和 2 年度 

第 40回小千谷市展の作品を募集 

 

  第 40 回小千谷市展の作品を募集します。 

作品展示は 10 月 31 日（土）～11 月 3 日（祝・火）となります。 

※募集要項の郵送をご希望の方は、84 円切手を貼った返信用封筒を同封のうえ、小千谷市

教育委員会生涯学習課（〒947-0031 小千谷市土川 1 丁目 3 番 3 号 市民会館）まで郵

送してください。小千谷市ホームページからもダウンロードできます。 

 

 

◆ 会場    東小千谷体育センター（小千谷市勤労青少年ホーム隣接） 

◆ 開催期間  10 月 31 日（土）～11 月 3 日（祝・火）午前 9 時～午後 6 時 

（最終日 11 月 3 日は午後 4 時まで） 

◆ 作品搬入  10 月 21 日（水） 午後 3 時～7 時（時間厳守） 

      東小千谷体育センターまで持参してください。 

作品搬出  11 月 3 日（祝・火）午後 4 時～5 時に、東小千谷体育センターにて作品預かり証   

と引き換えに作品をお返しします。 

◆ 出展料   1 部門につき 1,000 円（各部門 3 点以内） ※高校生は無料 

◆ 審査員（敬称略） 

【日本画】【水墨画】渡辺 富栄（新潟市）日本美術院々友、県美術家連盟理事、県展委員 

【洋画・版画】渡辺 寿（長岡市）県展参与、長岡市美術協会顧問 

【書道】成田 沙夕（新潟市）正筆会総務理事、日本書法教室会常任理事、日展入選、県展賞 

             受賞 

【写真】山田 博行（長岡市）武蔵野美術大学造形学部映像学科卒業、長岡造形大学造形学部

視覚デザイン学科准教授、写真集「apppppppleee」2019（Bueno books）、

2013 年「Japan Photo Award」受賞 

【工芸・彫塑】河面 元（見附市）日展会友、県展無鑑査、公民館講師 

◆ 募集要項 出品申込書・釈文票は、小千谷市民会館、小千谷市総合体育館、小千谷市勤労青 

少年ホーム、小千谷市民学習センター「楽集館」、片貝総合センター、真人ふれあ 

い交流館、各住民センターにあります。 

 

 

 裏面があります 

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 担当／大渕(和)・新保 

TEL：0258-82-9111  FAX:0258-82-9112 E-mail：syougai-sk@city.ojiya.niigata.jp 



 

 

 

◆出品規定 

  公募展に出品展示された作品は、出品できません。1部門 1人 3点以内。また、出品申込み 

後の取消しはできません。※額装はガラスの使用不可、アクリルの使用は可とします。額装・ 

つり紐を必ず取付け、しっかりと固定してください。 

部 門 規   定   事   項 備 考 

日本画 10号以上 50号以内、額装に限る  

水墨画 
10号以上 50号以内、額装に限る 

・高校生作品 半紙サイズの場合、黒紙台紙貼付し出品可。 
 

洋画・版画 

 
10号以上 50号以内、額装に限る。版画は 4号以上 50号以内  

書 道 86㎝×250㎝以内、額装・パネル・軸装 ※釈文票を添付のこと。誤字失格 
寸法は 

外わく 

写 真 

表装は木製パネルまたは額縁（ヒートン・つり紐を取付） 

・単写真 Ａ4サイズ～全紙。木製パネルまたは額縁は、長辺 79cm以内 

・組写真 写真の大きさは自由。パネルサイズ 73㎝×103㎝以内 

・高校生単写真作品 A4または四ツ切の場合、黒紙台紙貼付し出品可 

寸法は 

外わく 

工芸・彫塑 染、織、陶器、七宝、つる、漆、革、木、竹、紙などによる工芸・人形など  

 

◆表彰 

（1）優秀作品には、市長賞（賞状・賞金 20,000円）・新潟日報美術振興賞（賞状・クリスタ 

ル賞牌）・奨励賞（賞状・賞金 5,000 円）、佳作（賞状）、努力賞（賞状※高校生対象）

を授与します。 

（2）各部門につき市長賞 2回及び新潟日報美術振興賞または奨励賞を 1 回以上受賞した者 

を無鑑査とします。 

（3）審査結果は個々に通知をいたしません。表彰式出席者にのみ通知をお送りします。 

 

◆日程 

内 容 期 日 時 間 注 意 事 項 

作 品 搬 入 10/21（水） 
午後 3時～7時 

（時間厳守） 

東小千谷体育センターまで持参してください。 

※出品申込書を必ず添えて搬入してください。 

※おつりのいらないようご用意ください。 

審 査 10/24（土） 午後 1時～ 審査は非公開とします。 

作 品 指 導  

午後 3時 30分～ 

 

水墨画のみ 

午後 4時 00分～ 

審査員から作品の指導を受けたい方は、審査終了後

（午後 3時 30分頃）申し出てください。（指導は午

後 5時まで。） 

審査結果は、個々に通知いたしません。 

表 彰 式 11/3（祝・火） 午前 10時～ 
会場：小千谷市勤労青少年ホーム  

表彰式出席者にのみ通知をお送りします。 

作 品 搬 出 11/3（祝・火） 午後 4時～5時 

作品預かり証と引き換えに作品を返却します。 

作品搬出を業者に依頼している場合は、必ず上記時

間内で引き取り願います。 


