
報道資料１ 
 

令和 3年 5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 

 

 

日本初！ 闘牛場で市民オペラ「カルメン」を開催 

  

オペラ歌手の品田広希さん（小千谷市出身）を中心としたメンバーと市民が一緒に創

り上げる市民オペラ「カルメン」を小千谷闘牛場で公演します。 

 

 

◆日時／令和 4年 5月 14日（土） 

     開場：午後 3時 30分 開演：午後 5時予定（概ね 3時間） 

◆会場／小千谷闘牛場（小栗山 2453） 

     ※雨天時：総合体育館（桜町 4915） 

◆主催／小千谷コミュニティーオペラ実行委員会 

◆演目／オペラ「カルメン」 作曲：G.ビゼー 

    フランス語上演・日本語字幕付き 

◆指揮／河原忠之さん 

◆演出／飯塚励生さん 

◆舞台監督／幸泉浩司さん 

◆合唱／小千谷コミュニティーオペラ合唱団 

◆公演監督／品田広希さん（オペラ歌手） 

◆出演者／カルメン役 清水華澄さん 

     ドン・ジョゼ役 村上敏明さん 

     ミカエラ役 盛田麻央さん 

     スニガ役 松中哲平さん 

     モラレス役 宮本史利さん 

     レメンダード役（ジョゼカヴァー兼） 高柳圭さん 

フラスキータ役 関萌子さん 

メルセデス役（カルメンカヴァー兼） 実川裕紀さん 

ダンカイロ役 竹内利樹さん 

     エスカミーリョ役 品田広希さん 

◆その他／クラウドファンディングや企業等からの協賛金を募る予定です。 

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社会教育係 担当／大渕・新保 

TEL：0258-82-9111  FAX:0258-82-9112 E-mail：syougai-sk@city.ojiya.niigata.jp 
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令和 3年 5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 

                            

「サトシン絵本よみまショー」を開催 

 

新潟県出身の絵本作家サトシンさんによる読み聞かせの会を開催します。 

「お話でつながる心と心」をテーマに、絵本を使ったコミュニケーションの面白さと

大切さ、読んで伝える楽しさを体験する会です。 

 

 

■日 時  (1)6月 19日（土）午後 2時～午後 3 時 30分（開場：午後 1時 30分） 

        内容：絵本の読み聞かせ 

(2)10月 9日（土）午後 2時～午後 3 時 30分（開場：午後 1時 30 分） 

         内容：絵本の読み聞かせ、参加者との掛け合い読み 

   

■会 場  (1)市民会館 4階 大会議室（土川 1-3-3） 

(2)市民学習センター「楽集館」3階 ホール（上ノ山 4-4-2） 

 

■申込方法 事前申し込みが必要です。電話または直接図書館へお申し込みください。 

 

■申込開始 (1)6月 1日（火）午前 10時 

      (2)9月 1日（水）午前 10時 

 

■定 員  各回 40人 

 

■参加無料  

 

サトシン  絵本作家 

  1962 年、新潟県生まれ。主な作品は「わたしはあかねこ」「うんこ！」（文溪堂） 

    作家活動の傍ら、コミュニケーション遊び「おてて絵本」を発案、普及活動に力を入れ

ている。「わたしはあかねこ」で第 6回ようちえん絵本大賞受賞。「うんこ！」で第 1回リ

ブロ絵本大賞、第 20回けんぶち絵本の里びばからす賞、第 3 回 MOE 絵本屋さん大賞、第 4

回児童書担当者が選ぶ子どもの絵本大賞 in九州大賞、第 5回書店員が選ぶ絵本大賞受賞。 

 

 

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市立図書館図書係 担当／高野・今井 

TEL：0258-82-2724  FAX:0258-82-8915 E-mail：tosyo-y@city.ojiya.niigata.jp 
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国指定 重要文化財 魚沼神社阿弥陀堂  

22 年ぶりに屋根の全面葺替を行います 

 

 土川２丁目にある国指定重要文化財魚沼神社阿弥陀堂の茅葺屋根全面葺替を行います。 

 

  

■期  間  ６月から９月下旬 

６月 茅葺屋根 全面解体 

７月 建物の骨組みの清掃 

８月 屋根の下地補修 

９月 茅葺・仕上げ 

※建物の状態により進捗状況は前後する可能性があります。 

※進捗状況は、小千谷市ホームページ等で随時お知らせします。 

 

■発 注 者  宗教法人 魚沼神社（土川 2-12-22） 

 

■葺替理由  茅葺屋根は、植物質の材料を用いており、経年の風雨等の影響によ

り腐食し、雨漏り等で建物に深刻な被害を及ぼすため、およそ２０

年に１回全面葺替を行う必要があります。今回は、平成１１年以来

の大規模な葺替となります。 

 

■そ の 他  魚沼神社に関わる企画展を 7月頃開催します。 

 

  ≪阿弥陀堂≫ 

  越後二ノ宮として昔から親しまれ、上弥彦神社として尊敬を集めている魚沼神社

の境内にあります。1563年に建てられたことが棟札により確認されており、明治 39

年に国指定重要文化財に指定された由緒ある建物です。 

豪雪地にも関わらず、このような古い建造物が残っていることは珍しく、現在も

大切に管理されています。 

 軒の張り出しが極めて短く、正面以外に縁側が存在しないことは豪雪地向けの配

慮がされていると言われています。 

 

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・大渕(和) 

TEL：0258-82-9111  FAX:0258-82-9112 E-mail：syougai-sk@city.ojiya.niigata.jp 
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新潟県小千谷市役所 

                           小千谷市城内 2丁目 7 番 5号 

                            

新潟県長岡地域振興局・長岡市・小千谷市 共催事業 

『ものづくり企業見学バスツアーin小千谷』を開催 

 

長岡市・小千谷市には国内外へ事業展開している企業やオンリーワンの技術を持って

いる企業が多数あります。 

長岡工業高等専門学校の学生に魅力ある企業を知ってもらうため、新潟県長岡地域振

興局・長岡市との共催で『ものづくり企業見学バスツアー』を開催します。 

 

■『ものづくり企業見学バスツアーin 小千谷』 

  

◆開催日 

  6月 16 日（水）午前 8時 30分～午後 4時 

 

 ◆参加学生 

  長岡工業高等専門学校 3年生（各学科 約 20 名） 

    機械工学科、電気電子システム工学科、電子制御工学科 

 

◆見学企業 

・機械工学科：ケーエスエス㈱、理研精機㈱、ヒムエレクトロ㈱ 

・電気電子システム工学科：エヌ・エス・エス㈱、㈱第一測範製作所、 

ＪＲ東日本 信濃川発電所 

・電子制御工学科：理研精機㈱、ユキワ精工㈱、ケーエスエス㈱ 

 

◆担当 

 ・長岡市・小千谷市：機械工学科、電気電子システム工学科、電子制御工学科 

各学科が 2班に分かれ各市内企業 3社を見学します。 

 ・長岡地域振興局：物質工学科、環境都市工学科 

  

 ◆その他 

  新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により中止となる場合があります。 

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市商工振興課 担当／内山・大矢尚 

TEL：0258-83-3556  FAX:0258-83-2789 E-mail：syoko@city.ojiya.niigata.jp 
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新潟県小千谷市役所 

                           小千谷市城内 2丁目 7 番 5号 

                            

おぢや震災ミュージアムそなえ館 

県内小・中・高等学校の見学に交通費を補助します 

 

おぢや震災ミュージアムそなえ館は、中越大震災の被災地で直接、防災を学習できる

施設です。授業の一環として、そなえ館を利用する学校の交通費を補助します。 

 

 

■補助事業 概要 

 

 ◆補助対象：そなえ館を利用する新潟県内の小・中・高等学校 

       【条件】１人につき 1,000 円の有料プログラムを利用すること 

※有料プログラムとは、中越大震災の体験談や災害への備えの話、災害

時に役立つ防災グッズ作りを体験するものです。 

◆対象経費：民間バス等の借り上げ等に係る経費 

     ・バス等 1台につき上限 3万円 

       （例）バス 3台で来館した場合、3 台×3万円＝9万円が上限 

◆事 業 実 施 期 間：6月 1日（火）から令和 4年 3月 31日（木）までの来館分 

◆申込方法：来館予約時に本事業の利用を申し込む 

 ◆申込締切：7月 31日（土） 

 ◆そ の 他： 

      ・予算額に達した時点で本事業は終了となります。 

      ・本事業は令和 5 年度まで実施する予定です。 

      ・補助金の交付は来館後となります。 

本件に関するお問い合わせ先／おぢや震災ミュージアムそなえ館 担当／吉田・堀澤 

TEL：0258-89-7480  FAX:0258-89-7485 E-mail：sonae@ojiyasunplaza.jp 


