
平成 27 年 1 月 14 日 
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かんきょう庵かんきょう庵かんきょう庵かんきょう庵 DEDEDEDE 四季を感じ四季を感じ四季を感じ四季を感じ NIGHTNIGHTNIGHTNIGHT★★★★    

第３弾「いろり」を囲む第３弾「いろり」を囲む第３弾「いろり」を囲む第３弾「いろり」を囲む環酒環酒環酒環酒
かんざけ

の陣の陣の陣の陣 

かんきょう庵では四季を感じるイベント「かんきょう庵 DE 四季を感じ NIGHT★」

第３弾を企画いたしました。雪景色をながめマイちょこ持参で「いろり」を囲み、

日本酒のよもやま話や和楽器の演奏を聞きながら、日本酒の素晴らしさを味わいま

せんか。 

 

１ と き ２月 21 日（土） 午後６時～８時 30 分 

 

２ ところ 環境啓発施設「かんきょう庵」 

 

３ 内 容 酒店店主による講演「燗酒の楽しみ方」 

      利き酒コンテスト（参加費別途） 

津軽三味線等の和楽器演奏 
エコ堆肥を使った旬の農産物の販売、地酒の販売 

 
４ チケット 2,000 円(日本酒１合２種各１本、おつまみ折詰付き) 

※２月２日(月)から三条庁舎１階環境課窓口で販売開始 
    

５ 定 員 30 人(成人限定) 
      

６ その他  三条庁舎⇔かんきょう庵 無料送迎バス(予約制)を運行 

担当：環境課 環境政策係 坂上(さかがみ)・川上 

電話：０２５６－３４－５５１１（内３２６） 

担当：かんきょう庵 大竹 

電話：０２５６－４５－７０４０ 

報道資料１ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

    

17:17:17:17:２２２２0000    市役所三条庁舎発市役所三条庁舎発市役所三条庁舎発市役所三条庁舎発    

        ↓↓↓↓    ★パルム前、三条駅、嵐南公民館★パルム前、三条駅、嵐南公民館★パルム前、三条駅、嵐南公民館★パルム前、三条駅、嵐南公民館    

        ↓↓↓↓        福祉センター経由福祉センター経由福祉センター経由福祉センター経由    

20:3020:3020:3020:30    かんきょう庵発かんきょう庵発かんきょう庵発かんきょう庵発    

★座席に限りがありますので、御希望の方は事前に申込

みをお願いします。 

★お酒を提供するので、お車での来場は御遠慮ください。 

    

    

17:3017:3017:3017:30    開場開場開場開場    

18:0018:0018:0018:00    利き酒コンテスト利き酒コンテスト利き酒コンテスト利き酒コンテスト    

18:3018:3018:3018:30    講演「燗酒の楽しみ方」講演「燗酒の楽しみ方」講演「燗酒の楽しみ方」講演「燗酒の楽しみ方」    

19:19:19:19:20202020    木田英会木田英会木田英会木田英会演奏会演奏会演奏会演奏会    

20:2020:2020:2020:20    終演終演終演終演    

20:3020:3020:3020:30    バス出発バス出発バス出発バス出発    

三条市環境啓発施設「かんきょう庵」三条市福島新田乙３６７ 

ＴＥＬ＆ＦＡＸ 0256-45-7040 e-mail: kankyo-an@city.sanjo.niigata.jp 

主催 かんきょう庵 DE 四季を感じ NIGHT★実行委員会（事務局 かんきょう庵） 

協力 小松酒店、木田英会、三条エコ堆肥生産協同組合（順不同・敬称略） 

雪景色をながめながら、マイちょこ持参でいろりを囲み、日本酒のよもやま話を聞雪景色をながめながら、マイちょこ持参でいろりを囲み、日本酒のよもやま話を聞雪景色をながめながら、マイちょこ持参でいろりを囲み、日本酒のよもやま話を聞雪景色をながめながら、マイちょこ持参でいろりを囲み、日本酒のよもやま話を聞

きませんか。力強く迫力のある津軽三味線や尺八の演奏もあります。きませんか。力強く迫力のある津軽三味線や尺八の演奏もあります。きませんか。力強く迫力のある津軽三味線や尺八の演奏もあります。きませんか。力強く迫力のある津軽三味線や尺八の演奏もあります。    

と き  ２月２１日（土） 

     午後６時～８時３０分 

会 場  三条市福島新田乙３６７番地 

     環境啓発施設「かんきょう庵」 

定 員  ３０人（成人限定） 

チケット ２，０００円 

     （日本酒１合２種各１本、おつまみ折詰付） 

※チケットは三条庁舎環境課窓口（３４－５５１１内線

３２６）で取り扱いしています。 

 

※「マイちょこ」をご

持参ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「「「いろりいろりいろりいろり」」」」をををを囲囲囲囲むむむむ環酒環酒環酒環酒
かんざけ

のののの陣陣陣陣    おおおお申込用紙申込用紙申込用紙申込用紙    

●●●●参加者参加者参加者参加者のおのおのおのお名前名前名前名前    （（（（            歳歳歳歳））））    

●●●●御御御御住所住所住所住所    
〒〒〒〒                －－－－    

●●●●御御御御連絡先連絡先連絡先連絡先    
ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ    携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話    

●●●●利利利利きききき酒酒酒酒コンテストコンテストコンテストコンテスト（（（（参加費参加費参加費参加費３３３３00000000 円円円円））））        参加参加参加参加するするするする    ・・・・    参加参加参加参加しないしないしないしない    

●●●●無料送迎無料送迎無料送迎無料送迎バスバスバスバス利用利用利用利用            

利用利用利用利用するするするする（（（（三条庁舎三条庁舎三条庁舎三条庁舎・・・・パルムパルムパルムパルム前前前前・・・・三条駅三条駅三条駅三条駅・・・・嵐南公民館嵐南公民館嵐南公民館嵐南公民館・・・・福祉福祉福祉福祉センターセンターセンターセンター））））・・・・利用利用利用利用しないしないしないしない    

チケット番号チケット番号チケット番号チケット番号 №№№№ 

★★★★エコ堆肥（エコ堆肥（エコ堆肥（エコ堆肥（バイオ完肥エコグリーン）バイオ完肥エコグリーン）バイオ完肥エコグリーン）バイオ完肥エコグリーン）

を使った旬の野菜等の販売を使った旬の野菜等の販売を使った旬の野菜等の販売を使った旬の野菜等の販売    
    

★★★★地酒地酒地酒地酒の販売の販売の販売の販売    

    

１８：３０～１８：３０～１８：３０～１８：３０～    

講師講師講師講師    小松小松小松小松    正明さん正明さん正明さん正明さん    

（小松酒店（小松酒店（小松酒店（小松酒店    四代目店主）四代目店主）四代目店主）四代目店主）    

温度の違いによる燗酒を実際に味わ温度の違いによる燗酒を実際に味わ温度の違いによる燗酒を実際に味わ温度の違いによる燗酒を実際に味わ

いいいい、日本酒についてのいろいろなう、日本酒についてのいろいろなう、日本酒についてのいろいろなう、日本酒についてのいろいろなう

んちくに耳を傾けます。んちくに耳を傾けます。んちくに耳を傾けます。んちくに耳を傾けます。    

１９：２０～１９：２０～１９：２０～１９：２０～    

演奏演奏演奏演奏    木田木田木田木田
き だ

英会英会英会英会
えいかい

    

力強く迫力のある津軽力強く迫力のある津軽力強く迫力のある津軽力強く迫力のある津軽    

三味線等の和楽器の演三味線等の和楽器の演三味線等の和楽器の演三味線等の和楽器の演    

奏に、唄に踊りに笑奏に、唄に踊りに笑奏に、唄に踊りに笑奏に、唄に踊りに笑いいいいありありありあり    

と楽しいひと時をお過ごしください。と楽しいひと時をお過ごしください。と楽しいひと時をお過ごしください。と楽しいひと時をお過ごしください。    
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雪を遊び尽くす「ＷＩＮＴＥＲ

スノーピークとその周辺を会場として開催します。新潟県３大スノーシューレースの一つで

あるスノーシューカップ三条大会でタイムを競うほか、冬の森を散策したり、ミニスキーや

雪ぞりで滑ったり、まだ見たことのない雪景色を楽しみながら遊びつくしましょう。

１

２

３

４

報道資料

報道機関各位

雪を遊び尽くす「ＷＩＮＴＥＲ

スノーピークとその周辺を会場として開催します。新潟県３大スノーシューレースの一つで

あるスノーシューカップ三条大会でタイムを競うほか、冬の森を散策したり、ミニスキーや

雪ぞりで滑ったり、まだ見たことのない雪景色を楽しみながら遊びつくしましょう。

１ と き  

２ ところ 

３ イベント内容

開催日 

14日

（土） 

15日

（日） 

４ シャトルバス

報道資料

報道機関各位 

 

雪を遊び尽くせ！雪を遊び尽くせ！雪を遊び尽くせ！雪を遊び尽くせ！

ＷＩＮＴＥＲＷＩＮＴＥＲＷＩＮＴＥＲＷＩＮＴＥＲ

雪を遊び尽くす「ＷＩＮＴＥＲ

スノーピークとその周辺を会場として開催します。新潟県３大スノーシューレースの一つで

あるスノーシューカップ三条大会でタイムを競うほか、冬の森を散策したり、ミニスキーや

雪ぞりで滑ったり、まだ見たことのない雪景色を楽しみながら遊びつくしましょう。

  ２月14日

  株式会社スノーピーク

イベント内容 

トレイルランナーズスノーシューカップ三条大会

ミニスキー＆エアボード＆雪ぞり遊び放題パーク

トレイルランナーズスノー

ミニスキー＆エアボード＆雪ぞり遊び放題パーク

ミニスキーロージャンプ

エアーボードローギア

スノーシュー雪上トレジャーハンティング

ソフトバレーボールＤＥ雪上フットサル

ちびっ子ストライダー雪上体験

スノーシュー森の散策ツアー

ＭＡＴＡＧＩ飯場

スノーシューカフェ×ランチツアー

シャトルバス  市役所下田庁舎⇔スノーピーク

午前８時

報道資料２ 

雪を遊び尽くせ！雪を遊び尽くせ！雪を遊び尽くせ！雪を遊び尽くせ！

ＷＩＮＴＥＲＷＩＮＴＥＲＷＩＮＴＥＲＷＩＮＴＥＲ

雪を遊び尽くす「ＷＩＮＴＥＲ ＴＲＡＩＬ

スノーピークとその周辺を会場として開催します。新潟県３大スノーシューレースの一つで

あるスノーシューカップ三条大会でタイムを競うほか、冬の森を散策したり、ミニスキーや

雪ぞりで滑ったり、まだ見たことのない雪景色を楽しみながら遊びつくしましょう。

日（土）、15

株式会社スノーピーク

イベント内容

トレイルランナーズスノーシューカップ三条大会

ミニスキー＆エアボード＆雪ぞり遊び放題パーク

トレイルランナーズスノー

ミニスキー＆エアボード＆雪ぞり遊び放題パーク

ミニスキーロージャンプ

エアーボードローギア

スノーシュー雪上トレジャーハンティング

ソフトバレーボールＤＥ雪上フットサル

ちびっ子ストライダー雪上体験

スノーシュー森の散策ツアー

ＭＡＴＡＧＩ飯場 

スノーシューカフェ×ランチツアー

市役所下田庁舎⇔スノーピーク

午前８時30分から午後３時まで、

雪を遊び尽くせ！雪を遊び尽くせ！雪を遊び尽くせ！雪を遊び尽くせ！    

ＷＩＮＴＥＲＷＩＮＴＥＲＷＩＮＴＥＲＷＩＮＴＥＲ    ＴＲＡＩＬＴＲＡＩＬＴＲＡＩＬＴＲＡＩＬ

ＴＲＡＩＬ ＧＡＭＥＳ

スノーピークとその周辺を会場として開催します。新潟県３大スノーシューレースの一つで

あるスノーシューカップ三条大会でタイムを競うほか、冬の森を散策したり、ミニスキーや

雪ぞりで滑ったり、まだ見たことのない雪景色を楽しみながら遊びつくしましょう。

15日（日） 

株式会社スノーピークとその周辺

イベント内容

トレイルランナーズスノーシューカップ三条大会

ミニスキー＆エアボード＆雪ぞり遊び放題パーク

トレイルランナーズスノーランカップ三条大会

ミニスキー＆エアボード＆雪ぞり遊び放題パーク

ミニスキーロージャンプＧＡＭＥＳ

エアーボードローギアＧＡＭＥＳ

スノーシュー雪上トレジャーハンティング

ソフトバレーボールＤＥ雪上フットサル

ちびっ子ストライダー雪上体験 

スノーシュー森の散策ツアー 

スノーシューカフェ×ランチツアー

市役所下田庁舎⇔スノーピーク

分から午後３時まで、

担当：健康づくり課スポーツ振興室

電話：０２５６－３４－５５１１（内線２８８）

ＴＲＡＩＬＴＲＡＩＬＴＲＡＩＬＴＲＡＩＬ    ＧＡＭＥＳ～越後雪獅子祭ＧＡＭＥＳ～越後雪獅子祭ＧＡＭＥＳ～越後雪獅子祭ＧＡＭＥＳ～越後雪獅子祭

ＧＡＭＥＳ～越後雪獅子祭～」を、株式会社

スノーピークとその周辺を会場として開催します。新潟県３大スノーシューレースの一つで

あるスノーシューカップ三条大会でタイムを競うほか、冬の森を散策したり、ミニスキーや

雪ぞりで滑ったり、まだ見たことのない雪景色を楽しみながら遊びつくしましょう。

両日とも午前

とその周辺 

イベント内容 

トレイルランナーズスノーシューカップ三条大会

ミニスキー＆エアボード＆雪ぞり遊び放題パーク

カップ三条大会

ミニスキー＆エアボード＆雪ぞり遊び放題パーク

ＧＡＭＥＳ 

ＧＡＭＥＳ 

スノーシュー雪上トレジャーハンティング 

ソフトバレーボールＤＥ雪上フットサル 

 

スノーシューカフェ×ランチツアー（事前申込必要）

市役所下田庁舎⇔スノーピーク  

分から午後３時まで、15分おきに運行

担当：健康づくり課スポーツ振興室

電話：０２５６－３４－５５１１（内線２８８）

平成 27

健康づくり

ＧＡＭＥＳ～越後雪獅子祭ＧＡＭＥＳ～越後雪獅子祭ＧＡＭＥＳ～越後雪獅子祭ＧＡＭＥＳ～越後雪獅子祭

～越後雪獅子祭～」を、株式会社

スノーピークとその周辺を会場として開催します。新潟県３大スノーシューレースの一つで

あるスノーシューカップ三条大会でタイムを競うほか、冬の森を散策したり、ミニスキーや

雪ぞりで滑ったり、まだ見たことのない雪景色を楽しみながら遊びつくしましょう。

両日とも午前10時～午後２時

トレイルランナーズスノーシューカップ三条大会 

ミニスキー＆エアボード＆雪ぞり遊び放題パーク 

カップ三条大会 

ミニスキー＆エアボード＆雪ぞり遊び放題パーク 

 

（事前申込必要） 

分おきに運行

担当：健康づくり課スポーツ振興室

電話：０２５６－３４－５５１１（内線２８８）

27 年１月 14

健康づくり

ＧＡＭＥＳ～越後雪獅子祭ＧＡＭＥＳ～越後雪獅子祭ＧＡＭＥＳ～越後雪獅子祭ＧＡＭＥＳ～越後雪獅子祭

～越後雪獅子祭～」を、株式会社

スノーピークとその周辺を会場として開催します。新潟県３大スノーシューレースの一つで

あるスノーシューカップ三条大会でタイムを競うほか、冬の森を散策したり、ミニスキーや

雪ぞりで滑ったり、まだ見たことのない雪景色を楽しみながら遊びつくしましょう。

時～午後２時 

参加費

一般3,000

小学生以下

無料 

一般3,000

小学生以下

無料 

無料 

無料 

無料 

無料 

無料 

500円 

有料 

 1,500円 

分おきに運行 

担当：健康づくり課スポーツ振興室 

電話：０２５６－３４－５５１１（内線２８８）

14 日 

健康づくり課長 

ＧＡＭＥＳ～越後雪獅子祭ＧＡＭＥＳ～越後雪獅子祭ＧＡＭＥＳ～越後雪獅子祭ＧＡＭＥＳ～越後雪獅子祭～～～～

～越後雪獅子祭～」を、株式会社

スノーピークとその周辺を会場として開催します。新潟県３大スノーシューレースの一つで

あるスノーシューカップ三条大会でタイムを競うほか、冬の森を散策したり、ミニスキーや

雪ぞりで滑ったり、まだ見たことのない雪景色を楽しみながら遊びつくしましょう。 

参加費 

3,000円 

小学生以下1,000円 

3,000円 

小学生以下1,000円 

 

佐藤 

電話：０２５６－３４－５５１１（内線２８８） 

～～～～ 

～越後雪獅子祭～」を、株式会社

スノーピークとその周辺を会場として開催します。新潟県３大スノーシューレースの一つで

あるスノーシューカップ三条大会でタイムを競うほか、冬の森を散策したり、ミニスキーや

 

 



平成 27 年 1 月 14 日 

報道機関各位 

生涯学習課長 

 

 

 

 

 

 

 

しかけ絵本日本一プロジェクトしかけ絵本日本一プロジェクトしかけ絵本日本一プロジェクトしかけ絵本日本一プロジェクト    

「やった「やった「やった「やった!?!?!?!?しかけ絵本しかけ絵本しかけ絵本しかけ絵本 wowowowo ありがとう」ありがとう」ありがとう」ありがとう」開催開催開催開催    

めざせ！しかけ絵本日本一プロジェクト実行委員会では、子どもたちが利用

しやすく、子育て世代にやさしい図書館となるため、さまざまな活動を実施し

ています。 

昨年実施したクラウドファンディングや愛称募集の結果報告など、感謝の気

持ちを込めて、今年度最後のイベント「やった!?しかけ絵本 wo ありがとう」を

実施いたします。 

１ と き  ２月１日(日)  

 

２ ところ  図書館栄分館 

 

３ イベント内容 

午前 9 時 30 分～ お披露目会、クラウドファンディング感謝状の贈呈、 

愛称の発表 

    

午前 10 時 30 分～ 新しいしかけ絵本 de おはなし会 

    

４ その他 図書館栄分館内絵本コーナーに、楽しいしかけを用意しました。 

※ 絵本コーナーのしかけは 

2 月 15 日(日)まで展示して 

います。 

 

 

担当：生涯学習課 文化振興係 伊藤 

電話：０２５６－４７－００４８ 

報道資料３ 
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報道機関各位 

商工課長 

 

 

 

 

 

 

 

「三「三「三「三条市若年者雇用拡大奨励金」条市若年者雇用拡大奨励金」条市若年者雇用拡大奨励金」条市若年者雇用拡大奨励金」    

の申請スタートの申請スタートの申請スタートの申請スタート    

三条市では、若年者の雇用環境の改善を図るため、新たに若年者を雇用する中小企

業者に対する奨励金の申請相談および受け付けを開始します。今年度からは４月の新

卒者採用における雇用拡大にも利用できます。 

１ 制度の概要 

(1) 対象事業所 

三条市内に事業所を有し、中小企業基本法第２条に定める中小企業者で、従業

員数が製造業・建設業・運輸業その他の業種では 100 人以下、卸売業・サービス

業では 30 人以下、小売業では 10 人以下の事業所が対象 

 

(2) 交付要件および交付額 

平成 26 年１月２日から平成 27 年１月１日までに、市内在住の 35 歳未満の若

年者を雇用し、正規雇用者の数を増加した場合、雇用対象者１人あたり 10 万円

を、また、昨年度、本制度の交付対象となった事業所において、１年目の奨励金

交付対象者を継続雇用し、正規雇用者数を維持・増加している場合、雇用対象者

１人あたり５万円を交付 

 

２ 申請書様式  三条庁舎、栄庁舎、下田庁舎にあるほか、ホームページからダ

ウンロードできます。 

 

３ 申請方法   三条庁舎、栄庁舎、下田庁舎まで持参または郵送で提出 

 

４ 申請期間   ２月９日（月）～２月 27 日（金） 

 

５ 問い合わせ  商工課までお問い合わせください。 

         また、申請に先立ち、申請相談を承っております。 

担当：商工課 商工係 五十嵐 

電話：０２５６－３４－５５１１（内７３６） 

報道資料４ 
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報道機関各位 

商工課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社中川政七商店株式会社中川政七商店株式会社中川政七商店株式会社中川政七商店    中川淳中川淳中川淳中川淳    講演講演講演講演    

「小さな会社の生きる道」セミナー開催「小さな会社の生きる道」セミナー開催「小さな会社の生きる道」セミナー開催「小さな会社の生きる道」セミナー開催    

 

平成 23 年度に市事業を通じて株式会社タダフサをコンサルティングした

中川政七商店代表の中川淳氏をお招きし、商品開発の視点からその秘訣を解

説していただきます。 

１ とき  ２月２日(月) 午後１時 30 分～３時 30 分（開場午後１時） 

 

２ ところ  燕三条地場産業振興センター  

リサーチコア７Ｆ マルチメディアホール 

 

３ 講演テーマ 「小さな会社の生きる道」 

 

４ 講師   株式会社中川政七商店  

代表取締役社長 十三代 中川 淳 

 

５ 定員   先着 150 人 

 

６ 問い合わせ・申し込み   

新潟県産業労働観光部産業振興課地域産業係 

電話：025-285-5243（内線 2782） 

ファクス：025-280-5508 

担当：商工課商工係 澁谷、橋本 

電話：０２５６－３４－５５１１（内２１６） 

報道資料５ 
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報道機関各位 

営業戦略室長 

 

 

 

 

 

 

 

 

国内初の快挙国内初の快挙国内初の快挙国内初の快挙!!!!!!!!    

「おみやげグランプリ「おみやげグランプリ「おみやげグランプリ「おみやげグランプリ 2015201520152015」でＷ受賞」でＷ受賞」でＷ受賞」でＷ受賞    

三条市内企業の株式会社明間印刷所が、外国人観光客向けのお土産として

開発した「玉響～ＴＡＭＡＹＵＲＡ～」シリーズが「おみやげグランプリ 2015」

でグッズ・ノベリティ部門準グランプリとクールジャパン賞をＷ受賞しまし

た。 

  

「おみやげグランプリ 2015」 

国内から海外まで誰もが喜んでもらえるような【おみやげ】を日本全国

各地から募集し、知られざる日本の魅力を再発見できるような逸品を発掘

する。日本の伝統から最新の技術やデザイン、名産、食などを広く紹介し、

日本および地域ブランドの振興を図るコンテスト。 

 

１ 受賞者  株式会社明間印刷所  三条市月岡１丁目 26-39  

２ 受賞名、対象商品 

グッズ・ノベリティ部門 

・準グランプリ   玉響「雅」（たまゆらみやび～TAMAYURA～） 

・クールジャパン賞 玉響「紙匠」（たまゆらししょう～TAMAYURA～） 

※当部門での受賞は県内初、１社２商品は国内初 

３ その他  ２月から成田国際空港内日本お土産専門ショップ「桜」での

発売が決定しました。 

４ 授賞式・商品等に関する問い合わせ 

株式会社明間印刷所 電話：0256-32-3090 

担当：営業戦略室営業戦略係 吉田・内山 

電話：０２５６－３４－５５１１（内７３５） 

報道資料６ 
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報道機関各位 

地域経営課長 

 

 

 

 

 

 

 

 
まちづくり活動団体情報交換会まちづくり活動団体情報交換会まちづくり活動団体情報交換会まちづくり活動団体情報交換会    

まちづくりサポート交付金・地域の絆交付金の活用団体等の市内でまちづく

り活動を行う団体が一堂に会して情報交換を行う会を初めて開催します。団体

の取り組みや会の運営といった課題、今後の活動等についてグループディスカ

ッションを行い、団体間の連携促進と地域の活性化に繋げるものです。 

１ と き   ２月８日（日）午後１時 30 分～３時 30 分（開場午後１時） 

２ ところ   三条市総合福祉センター 多目的ホール 

３ 内 容   グループディスカッションによる情報交換、活動ＰＲパネ

ル展示         

４ 参加予定団体 ・平成 26 年度まちづくりサポート交付金交付団体 

・平成 26 年度地域の絆交付金交付団体 ほか 

５ 参加申込   その他まちづくり活動団体の参加も受け付けます。事前

に電話で地域経営課にお申込みください。 

         保育ルームをご用意します。ご利用の方は１月 29 日（木） 

までにお申し込みください。 

担当：地域経営課 地域振興係 石井 

電話：０２５６－３４－５５１１（内３３６） 

 

報道資料７
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報道機関各位 

生涯学習課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成平成平成平成 26262626 年度音楽公演年度音楽公演年度音楽公演年度音楽公演    

假屋崎省吾＆横山幸雄假屋崎省吾＆横山幸雄假屋崎省吾＆横山幸雄假屋崎省吾＆横山幸雄    
「ピアノと花の華麗なる世界」「ピアノと花の華麗なる世界」「ピアノと花の華麗なる世界」「ピアノと花の華麗なる世界」    

１ と  き ３月 29 日（日）開演 午後２時（開場 午後１時 30 分） 

２ と こ ろ 中央公民館大ホール 

３ 定 員 500 人＊未就学児の入場はできません。 

４ 入 場 料 5,000 円(全席自由：当日 500 円増) 

    ＊前売りで完売した場合、当日券はありません。 

    ＊一度購入したチケットはキャンセルできません。 

５ 入 場 券 中央公民館で販売中 

    ＊平日のみ 嵐南・栄・下田公民館でも販売 

※ 保育ルームを用意します。対象は生後６カ月から小学２年生まで、利用料は 

１人 100 円です。３月 12 日（木）までにお申し込みください。 

 華道家としてテレビ出演などで大人気の假屋崎省吾さんと、日本のクラシック

音楽界を代表するピアニスト横山幸雄さんをお招きして、ピアノと生花のコラボ

レーションコンサートを開催します。 

担当：生涯学習課文化振興係 赤川 

電話：０２５６－４７－００４８ 

假屋崎省吾      横山幸雄(c)SMIJ 

報道資料８ 
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報道機関各位 

健康づくり課長 

 

 

 

 

 

 

 

長野県長寿日本一の主導者 

 医師 鎌田實氏の講演会を開催 

    

    
 
１ と き ２月 15 日（日） 午後 1 時 30 分～3 時 30 分 

 

２ ところ 総合福祉センター 多目的ホール 

 

３ 内 容 講演「生きているってすばらしい 

～幸せの探し方～」 

     講師 諏訪中央病院名誉院長 鎌田實 医師 

 

４ 入場料 500 円 

 

５ 定 員 300 人   

 

６ 申し込み 食育推進室まで電話でお申し込みください。 

 

７ そ の 他 要約筆記があります。 

  

 

担当：健康づくり課 食育推進室 前田 

電話：０２５６－３４－５５１１（内２４２） 

 ６年目を迎える「しみん食育と農業のつどい」、今年は諏訪中央病院名誉院長の

鎌田實医師を講師に、講演会を開催します。長年にわたる地域医療や患者との関わ

り、チェルノブイリ、イラクへの国際医療支援活動など、多くの命と直面されてき

た鎌田医師から「生きているってすばらしい～幸せの探し方～」をテーマにお話い

ただきます。 

鎌田 實 医師 

報道資料９ 
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報道機関資料 

生涯学習課長 

 

 

 

新潟市・三条市・長岡市・十日町市・津南町の５市町で構成される信濃川火

焔街道連携協議会主催の「縄文楽検定」が開催されます。この検定は「縄文」

を「楽」しく学ぼうをテーマとした検定で、どなたでも無料で受検できます。 

 

 
「縄文」を「楽」しく学ぼう！縄

じょう

文楽
もんがく

検定を開催 

■縄文楽検定 

１ と き    ３月１日（日） 受け付け 午後０時 30 分～ 

初級：午後１時 30 分～２時 30 分 

中級：午後２時 50 分～４時 

２ ところ   三条市立図書館本館 

３ 定 員   初級・中級 各 50 人 

４ 内 容   世界に誇る火焔型土器や雪国新潟の縄文文化を中心に出題。 

        「火焔型土器を 2020 年東京オリンピック・パラリンピック 

の聖火台に」アピール宣言からも出題 

５ 申込期限  ２月 13 日（金） 

６ 申込方法  往復はがきで申し込み（往信部に検定級、住所、氏名、電話番

号を、返信部に送信先住所、氏名等を記載） 

７ 申込先   〒955-0166 三条市上大浦670 

 三条市生涯学習課 埋蔵文化財調査室 宛 

■縄文楽検定事前講習会 

１ とき・内容 第１講 ２月８日（日）午前９時～午後４時  

「信濃川火焔街道をゆく」 

                   集合：三条市歴史民俗産業資料館 

見学：長岡市馬高縄文館、新潟県立歴史博物館等  

        第２講 ２月 28 日（土）午後２時～４時「検定事前講習会」    

集合：三条市歴史民俗産業資料館  

会場：三条市立図書館本館 

２ 申込先    三条市生涯学習課文化財係 

担当：生涯学習課文化財係 勝山 

電話：０２５６－４６－５２０５ 

（埋蔵文化財調査室） 

長野遺跡出土火焔型土器 

報道資料 10 
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