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　日ごろより当協会の活動に多大なご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上
げます。また、会員の皆様におかれましては新型コロナウイルス感染症の拡大防
止策と事業運営の両立にご尽力されていることに心より敬意を表します。
2020年度は、新型コロナウイルス感染症により世界経済が大きな影響を受け、と
りわけ観光・MICE関連産業はこれまで経験したことのない厳しい状況となりま
した。
　従来の観光の在り方が大きく変化していく中で、当協会として賛助会員の皆さ
まや、新潟にお越し頂くお客様に対し、引き続き支援を行うと共に、今出来ること

を模索しながら取り組んで参りました。
今号の来夢来都では、この一年間当協会で行ってきた様々な事業をご紹介しています。本誌は例年４回発
刊し情報提供に努めておりましたが、コロナ禍の影響により年２回の発刊となりました事をお詫び申し上げ
ます。未だコロナ禍の収束が見えない状況ではありますが、必ず観光の光が戻ると信じ、今後も観光誘客、
MICE誘致に邁進してまいります。
なお、本誌「来夢来都」は1995年より紙面にてお届けし、本号で記念すべき100号となりました。これを一つ
の区切りとし、次号からは、これまでの紙ベースの配布から、新潟エリアを広域的に紹介する新たな公式観光
サイトの中で行いたいと考えています。賛助会員の皆様に一早く情報をお届けする事により、事業に活かし
て頂ければ幸いに存じます。新しいサイトとともに引き続きご愛顧いただければ幸いです。

年度末のご挨拶

第69回新潟市観光写真コンクール第69回新潟市観光写真コンクール入賞作品決定入賞作品決定
69回を迎えた「新潟市観光写真コンクール」の入賞・入選作品27点が決定しました。今回はコロナ禍ということで
「光」をテーマとして募集し、合計177点もの作品が寄せられました。
　最高賞である新潟市長賞には、やすらぎ堤の夜景を映した小林雅博さんの作品『夜のやすらぎ堤』が選ばれました。
　入賞・入選作品27点は、当協会ホームページでご確認いただけます。また、４月より新潟市観光フォトライブラリー
にて公開し無料貸出いたしますので、印刷物制作などにご活用ください。

新潟商工会議所会頭賞
撮影：樋口廣治さん

新潟観光コンベンション協会理事長賞
撮影：佐々木忠彦さん

新潟市長賞
撮影：小林雅博さん

昨年12月18日～25日の８日間、観光庁「誘客多角
化等のための魅力的滞在コンテンツ実証事業」の採
択事業として、当協会と新潟市共催のNIIGATA 
CHRISTMAS MARKET 2020を新潟市歴史博物館みな
とぴあで開催しました。

市内初のクリスマスマーケットは「光の演出」と「食」で構成されました。会場の外壁・
周辺・敷地に合わせたライトアップをしたほか、クリスマスをモチーフにしたプロジェ
クションマッピングをノンストップで投影しました。また、ヨーロッパのクリスマスマ
ーケットに倣い、山小屋風に装飾した８つの出店ブースにてホットワインやソーセー
ジ等、クリスマスマーケットの定番料理が提供されました。さらに、ウォーターシャト
ルの特別運航で会場・朱鷺メッセ・万代シテイを繋ぎ、ロマンチックな雰囲気を醸しま
した。加えてイルミネーションを目玉にした県内出発の旅行商品も造成させ、冬の夜を
彩るイベントとして盛り上がりました。
完全屋外のイベントではありますが、感染拡大防止に配慮し８日間の開催期間にし、

分散来場を促すほか、国のガイドラインに沿った感染症対策を行いました。
強風や雨の影響があったものの、最終的に６千人以上の方が来場され、「まるで外国

にいたような気分！」「冬の定番イベントにしてほしい」といった声もいただきました。
今後は防寒対策や物販ブースの導入・コンテンツの磨き上げを検討し、イベントの継続
を目指します。

「応援しよう古町芸妓！その芸と粋に浸る80分」
～ホテルオークラ新潟との共催イベントを実施しました。～

新型コロナウィルス禍のさなか、存続の危機に晒される古町芸妓、そして新潟
のおもてなし文化を応援しようと８月22日（日）、ホテルオークラ新潟様との共催で
イベントを実施しました。
出演した芸妓さんは総勢21名。400名収容の大宴会場にて150名限定で実施し、

お食事の後は芸妓の舞鑑賞や芸妓さんからの芸妓の世界やお座敷マナー講座で
お楽しみ頂きました。
会場は10名掛けのテーブルを

５名で利用しアクリル板で仕切り
ました。また、マスク着用から従業
員・参加者の検温や体調チェック、
手指の消毒など感染症対策を徹底
して実施しました。
ホテルオークラ新潟様からは収

益の５％を柳都新興（株）へ寄付し
て頂きました。　

公益財団法人
新潟観光コンベンション協会

福田　勝之理事長

おひとり… 3,500円（大人・小人同額）

５月会場：割烹大善
６月会場：割烹螢 ̶ホテルイタリア軒 別館̶

料金（税込）

●各開催日の８日前までにお申し込みください。

（公財）新潟観光コンベンション協会

会場

お申し込み・お問い合せ

TEL 025-223-8181  （平日  8：30～17：15）

●12：15～12：45 受付

●14：00 開演

みなとまち新潟と
　　新潟古町芸妓の説明

新潟古町芸妓の舞

お座敷遊びの紹介・体験

芸妓との記念撮影

開演までランチをお楽しみください

プログラム

●14：50 閉会（予定）

ランチ付き新潟花街茶屋 検索

5月

6月会場：割烹螢
    ̶ホテルイタリア軒 別館̶

会場：割烹大善

開催日程
定員
各30名

～新潟の老舗割烹で楽しむ　「新潟古町芸妓の舞」鑑賞～

割烹大善 割烹螢
̶ホテルイタリア軒 別館̶
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※日程はお問い合せください

コンベンションカレンダー
Convention Calendar

県外参加者のあるもの 令和3年4月　7月
開催日 コンベンション名称 参加者数 開　催　会　場

７
月

５
月

４
月

※新型コロナウイルス感染拡大の影響などにより開催中止、延期、Web開催又は参加者数が変更となる場合がございます
（令和3年3月5日現在での情報を掲載しております）。

22（木）-25（日）
24（土）-25（日）
24（土）-25（日）

朱鷺メッセ（新潟コンベンションセンター）
HARD OFF ECO スタジアム新潟 他
みどりと森の運動公園野球場 他

01（土）-04（火）
15（土）-16（日）
22（土）-23（日）
03（土）-04（日）

第 63 回 JABA 選抜新潟大会
第 41 期オセロ名人戦
第 38 回中部日本早起き野球「新潟市大会」
2021 J-1 朱鷺 CUP 空手道国際交流大会
IIAI AAI2021
（国際応用情報学会 International Conference on Advanced Applied Informatics）
第 42 回ＮＰＯ法人日本ベッグ矯正歯科学会新潟大会
日本カトリック幼保連盟 第 62 回教職員研修大会 新潟大会
第 47 回日本コミュニケーション障害学会学術講演会

第 73 回日本産科婦人科学会学術講演会
第 45 回全日本クラブ野球選手権第 2次予選北信越地区大会
第 4回女子硬式野球新潟大会

新潟市鳥屋野総合体育館

HARD OFF ECO スタジアム新潟
新潟市民プラザ
新潟市鳥屋野運動公園野球場 他

11（日）-16（金）

18（日） 
27（火）-28（水）
30（金）-31（土）

8,000
300 
220
500
250 
400

100 
600 
350

500 

350 朱鷺メッセ（新潟コンベンションセンター）

新潟県歯科医師会館
朱鷺メッセ（新潟コンベンションセンター）
朱鷺メッセ（新潟コンベンションセンター）
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新潟市の魅力を全国に発信し、観光ＰＲ活動を行う「にいがた観光親善大使」が新たな代へバトンタッチしました。
例年7月1日からの1年間の任期でしたが新型コロナウィルス感染症の影響をうけ、募集期間を3か月延長し選考会を
行いました。選出された3名の第11代にいがた観光親善大使は令和2年10月1日より活動をスタートしました。今後は
新潟県内外のイベント等で活躍が期待されるほか、アフターコロナを見据えた新たな活動のフィールドを広げ新潟の
観光振興に努めてまいります。
派遣等に関するお問い合わせは当協会（ＴＥＬ 025-223-8181）までお願いいたします。

「ダンスの街新潟」は、私が幼少期から
ダンスを続けてきた中でぜひ多くの方
に知ってほしいと思っていた新潟の魅
力です。新潟には、世界的に活躍されて
いる舞踊集団のNoism、強豪の高校ダン
ス部、新潟古町芸妓など様々なダンス
コンテンツがあります。これらのコン
テンツを発信することで文化都市であ
る新潟をより多くの方に知っていただ
き、足を運んでいただけたらと思いま
す。第11代にいがた観光親善大使とし
て、明るく笑顔で新潟を盛り上げてい
けるよう、精一杯努めてまいります。ど
うぞよろしくお願いいたします。

私は、「ポジティブな未来を創造し続け
る」大使になります！他県への移動、イ
ベントの開催が難しい1年になると思
います。
しかし、それと同時に新潟の未来へ繋
げるための大切な年であると考えま
す。
「新潟に行きたいね」と1人でも多くの
人に仰っていただけるように尽力いた
します。どうぞよろしくお願いいたし
ます。

私は生まれも育ちも新潟です。
新潟には、豊かな自然や恵まれた食材
をいかした郷土料理、B級グルメ、伝統
工芸、アニメやアイドルなどの現代文
化など様々な魅力があります。
離れた場所にいても、インターネット
やSNSで簡単に情報を手に入れられる
時代だからこそ、親善大使として、自分
の目で見て触れて体験したことをより
多くの方に伝えられるように頑張りた
いと思っております。よろしくお願い
いたします。

中島まなみ
（MANAMI NAKAJIMA）

木村莉子
（RIKO KIMURA）

白井沙樹
（SAKI SHIRAI）

第11代にいがた観光親善大使に3名を選出！！
私たちが発信します！

第11代にいがた観光親善大使よりひとこと

令和３年度に開催されるMICEの支援制度拡充について令和３年度に開催されるMICEの支援制度拡充について

MICE関連事業
With・AfterコロナにおけるMICE開催の推進に向けて

コロナウイルス感染拡大による影響により、令和２年度に新潟市内で予定され
ていたほとんどのMICEは中止、延期又はWeb開催となってしまいました。しかし
ながら、昨年秋に予定されていた一部の大型スポーツ大会は、以下にご案内する
当協会の補助金制度や助成金制度、貸出備品を活用いただきながら、感染防止対
策を行った上で開催していただき、一筋の明るい話題となりました。

◆令和２年度のMICE開催事例

【写真：当協会助成金や貸出備品を活用した感染防止対策（検温等）の様子。】
（左）風間杯第63回全国高等学校選抜レスリング大会
（右）天皇賜盃第89回日本学生陸上競技対校選手権大会◆令和３年度のMICE支援制度拡充継続について

４月以降もまだまだ先の見通せない状況が続くことが予想されますが、そのような状況下にあっても、感染防止対策をしてい
ただきながら、安心・安全に配慮したMICEを開催していただくべく、当協会では下記のとおり令和２年７月から実施しているコン
ベンション補助金や助成金制度の拡充を継続するとともに、感染防止対策に係る助成金制度や、備品の貸し出しも行っていく
予定です。現段階では期間限定での支援内容となりますが、主催者の皆様におかれましては、是非ともご活用いただき、感染防止
対策をしっかり行っていただきながら、新潟市でのMICE開催をお願い申し上げます。支援内容、拡充継続期間などの詳細は当協会
までご相談ください。

[３]コロナウイルス感染防止対策に係る支援内容（予定）
①感染症予防対策支援助成金制度　MICE開催時において、コロナウイルス感染防止対策の為に必要となる参加者やスタッフ用の
マスク、消毒液、フェイスシールド等の購入経費に対して、その経費の４分の３を上限80万円の範囲内で助成いたします。
②感染症予防対策物品の無料貸し出し　MICE開催時の感染防止対策に必要となる以下の備品を無料で貸し出しいたします。
・ＡＩサーマルカメラ（２セット）・非接触式電子温度計（８台）・感染防止啓発用のデジタルサイネージ（４台）

[４]その他 MICE開催時のアテンド役として、「にいがた観光親善大使」を無料で１名派遣いたします。 担当／MICE誘致推進部

[１]令和３年度の「コンベンション開催補助金」拡充内容（予定）

[２]令和３年度の「おもてなし助成金」拡充内容（予定）

※この支援内容の適用となるには対象要件がございます。
詳細はお問い合わせください。

皆さまにご愛読いただいておりました会報誌「来夢来都」を、当協会ＨＰリニュー
アルに伴い、今号の発刊をもってＷｅｂ掲載に移行することとなりました。
今後、当協会からのお知らせや観光に関するイベント情報、コンベンション開催

情報等につきましては、リニューアル後のＨＰにて引き続き掲載をして参ります。
今後とも変わらぬご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

会報誌「来夢来都」　Ｗｅｂ移行のお知らせ

リニューアルサイトイメージ

 新潟市公式観光情報サイト
「旅のしおり」
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