2013 年度

志民委員会 N・Vision プロジェクト活動状況

◎活動テーマ…「学ぶ年」
「広める年」
設立一年目となる 2013 年度の活動のポイント
「志民委員会のメンバー自身が，新潟市についての見識を深める」
「志民委員会の存在・理念を市民へ広める」

【 勉強会等活動状況 】
5/22

地域経済活性化 PT「勉強会」
「検証・新潟産業の実力 その強さの DNA は 」
講師 望月 迪洋 氏（新潟市地域・魅力創造部政策調整監）

5/31

新潟市イメージづくりフォーラム
（新潟市と開港 150 周年まちづくり PT との共同開催）

7/ 8

地域経済活性化 PT「勉強会」
「新潟を拓く 10 大プロジェクト」
講師 加藤 雅之 氏（新潟市地域・魅力創造部部長）

7/16

人づくり PT ワークショップ「新潟人間図書館」
「本」 大越 正章 氏（全国農業青年クラブ連絡協議会会長）
肥田野正明 氏（NIIGATA 光のページェント副実行委員長）
横山 裕 氏（公益財団法人新潟観光コンベンション協会事務局次長）

7/26

地域経済活性化 PT「勉強会」
「新潟を国家戦略の中心に」
講師 石﨑 徹 氏（衆議院議員）

9/18

開港 150 周年まちづくり PT「勉強会」
「新潟の開港と《新文明》
」
講師 杉山 節子 氏（歴史都市新潟研究会代表）

10/29 開港 150 周年まちづくり PT「勉強会」
「新潟の開港と明治の新産業」
講師 杉山 節子 氏（歴史都市新潟研究会代表）

【What s NiiGATA キャンペーン（期間 2013/10/5

2014/2/14）】

●新潟をイメージする「言葉・フレーズ」や「写真」を募集
※応募状況

540 件
言葉・フレーズ
写真
1,015 件

●「What s NiiGATA」モニュメントを設置して往来者へアピール
10/5 11/30 やすらぎ堤左岸・萬代橋上流(ホテルオークラ付近)
12/4
新潟駅南口広場

＜2013＞
10/5 オープニングイベント（会場 やすらぎ堤萬代橋上流，NST ゆめホール，ビッグスワン）
＜やすらぎ堤＞
・
「What s NiiGATA」モニュメント設置セレモニー
・カヌー体験（参加者 120 名）
・フリーマーケット（38 組）
・新潟県市民活動博覧会（11 ブース）
＜NST ゆめホール＞
・
「ニイガタを食べる」
（90 席満席）
（食と農のﾈｯﾄﾜｰｸ PT & 夢・ﾋﾞｼﾞｮﾝ PT 企画）
新潟の食の可能性を考えるトークセッション
ｹﾞｽﾄ 古田 秘馬 氏（プロジェクトデザイナー）
篠田 昭 氏（新潟市長)
大越 正章 氏（全国農業青年クラブ連絡協議会会長）
＜ビッグスワンスタジアム＞
・キャンペーン PR ブース設置（
「アルビレックス新潟」との連携）

●他団体と連携してのＰＲ活動
10/ 5 「アルビレックス新潟」との連携（ビッグスワンスタジアム）※再掲
・キャンペーン PR ブース設置
10/27「アルビレックス新潟」との連携（ビッグスワンスタジアム）
・キャンペーン PR ブース設置
・ハーフタイムでの横断幕トラック行進
12/13「NIIGATA 光のページェント」との連携
・新潟駅南口広場へモニュメント移設し電飾
・光のページェント期間中イルミネーション点灯
12/14「コカ・コーラ ウィンターキャンペーン」との連携
・新潟駅南口広場・モニュメント前での PR 活動
12/27「NHK ニュース 610」との連携（
「あなたが選ぶ今年の What s NiiGATA?」
）
・新潟駅南口広場・モニュメント前より NHK ニュース生中継出演 PR

【秋の What s アカデミー（10/12 11/9 の毎週土曜日に開催）】

10/12 「新潟港町の商業歴史と発展経緯を学び，商業歴史を描く」
講師 五十嵐由利子 氏（新潟青陵大学短期大学部副学長）
伊 東 祐 之 氏（新潟市歴史博物館副館長）
横 木
剛 氏（旧齋藤家別邸アートディレクター）
10/19 「地産地消イタリアン!? 新潟野菜とイタリアのマリアージュ」
講師 成田 稔雄 氏（新潟県農業改良クラブ連盟会長）
11/26 「夢をカタチに 」
ナビゲーター 遠藤 麻理 氏（フリーアナウンサー）
ゲスト講師
栗原 里奈 氏（六本木農園スタッフ，農家仲人）
山倉あゆみ 氏（フリーランスパティシエ，foodrop 代表）
11/ 2 「人が本になる
「本」 鈴木
木山
古川
小山

新潟人間図書館 」
聖二 氏（新潟日報社論説編集委員室長）
光 氏（株式会社木山産業代表取締役社長）
彩子 氏（月刊新潟 Komachi 編集長）
直久 氏（株式会社アルビレックス新潟取締役）

11/ 9 「What's 開港
明治の開港をまなび，平成の開港を語ろう」
ガイド講師 川上 伸一 氏（NPO 堀割再生まちづくり新潟理事長）

「秋の What s アカデミー」参加状況
10/12
10/19
10/26
11/02
11/09

新潟港町の商業歴史と発展経緯…
地産地消イタリアン!?
夢をカタチに
新潟人間図書館
What s 開港
合 計 (延人数)

参加者
20
22
19
33
15
107

(志民会員)
（6）
（2）
（3）
（14）
（5）
（30）

What s NiiGATA ﾌｫｰﾗﾑ「What s NEXT

新潟はネクストステージへ 」

＜2014＞
3/23 会 場 メディアシップ 2F 日報ホール

来場者 118 名

第 1 部 基調講演
演題「裏日本という文脈を超えて 脱・近代による地域活性
講師 木戸 寛孝 氏（株式会社 umari コンセプター）

」

第 2 部「新潟港開港 150 周年(2019 年)に向けて」
●2013 年志民委員会活動の振り返り
発表 逸見 覚 氏(志民委員会 N･Vision プロジェクト世話人)
●パネルディスカッション
テーマ「今，新潟市に必要なもの，今，市民に求められているもの」
パネリスト
木戸 寛孝 氏
篠田 昭 氏(新潟市長)
木山 光 氏(志民委員会 N･Vision プロジェクト世話人代表)
椎谷 照美 氏(志民委員会 N･Vision プロジェクト世話人代表)
コーディネーター
大熊 孝 氏(新潟大学名誉教授)

あなたが想い描く言葉・フレーズ
①
②

応募総数
５４０件
分類から見えてきた新潟に対する市民の想い（複数カウント有）

土地や街への想い

ふるさと・大好き・自慢・誇り 他

320

45%

サッカー

アルビ・オレンジ色 他

134

19%

自然の豊かさ

雪・四季の美しい街・海・川・山・夕日 他

80

11%

新潟の食文化

米・酒・食・うんめぇごはん

62

9%

街の印象

住みやすさ・田園・文化・水の街

55

8%

（内，港関連）

他
他

(5)

港・湊町

住民の印象

笑顔・人情・温かい人柄・素朴

その他

上越

他

他

(0.7%)

45

6%

12

2%

