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今年は﹃ニーラ﹄生誕５周年
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これからも皆様の夢をかなえます︒

﹁多くの協力があったからこそ達成できた︒さみっ
とを通して︑好きなキャラクターを増やして欲し
い︒﹂と︑認定証を手にする大塚実行委員長︒

１１月２３日、羽生水郷公園で開催された『第４
回ゆるキャラ ® さみっと in 羽生』で、
「１日のマス
コット最多集合数」でギネス世界記録に挑戦するイ
ベントが行われ、全国４７都道府県と海外７カ国か
ら、３７６体のキャラクターが集結。ギネスの公式
認定員、マクミラン彩さんと舩津明日美さんの２人
によるチェック作業を経て、午前９時５８分、見事、
世界記録に認定されました。
韮崎市から駆けつけた〝ニーラ〟もギネス記録の
認定に協力してきました。
これまでの記録は、昨年９月、東京都調布市の味
の素スタジアムで認定された２６３体。実はこのと
きもニーラが参加、
認定に一役買っていたのでした。

﹃ニーラ﹄は神さまのお使いで︑魔法の力で夢をかなえる不思
議なカエル︒いまから５年前の韮崎市制施行 周年を記念して発
刊された﹃絵本ニーラ﹄から誕生した︑韮崎市のイメージキャラ
クターです︒
これまでにも市を紹介する観光大使？として︑ユーチューブ動
画で特産品や観光スポットをＰＲしたり︑原付バイクなどのご当
地ナンバーに採用されたり︑全国各地でのキャンペーン等に参加
して︑市のイメージアップに努めてきました︒
そして何よりうれしかったのは︑色々なイベント等に参加して︑多くの子どもたちや市民
の皆様とふれあうことができたことです︒
これからも皆様の夢や願いごとがたくさん叶いますように︑魔法をかけ続けていきますの
で︑応援をよろしくお願いします︒

１１月２３日・２４日の２日間、埼玉県羽生市の羽
生水郷公園で開催された『第４回ゆるキャラ®さみっ
とin羽生』に参加してきました。このさみっとには第
１回から参加、年々増加する観衆の前（今年は２日間
で４５万人）で、ニーラは一生懸命、韮崎市の魅力を
ＰＲしてきました。
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３月

山梨県中小企業まつり
わに塚のサクラライトアップ点灯式
埼玉県松山市観光キャンペーン

４月

穴山町さくらまつり
新府桃の花見会
信玄公まつり甲州軍団出陣
富士の国やまなし国民文化祭
オープニングイベント

５月

富士の国やまなし国民文化祭
ＰＲイベント
ＮＩＲＡマルシェ
ゴミゼロキャンペーン
甲州戦記サクライザー出演
『てててＴＶ』出演

６月

ＮＩＲＡマルシェ
歯と口の健康週間
ニーラまちなか散歩

７月

ＮＩＲＡマルシェ
アユのつかみどりイベント
東京スカイツリー観光キャンペーン
新宿駅西口観光キャンペーン
愛知県新城市観光キャンペーン
ニーラまちなか散歩

８月

夏の武田の里まつり花火大会
ナイトＮＩＲＡマルシェ
藤井学区育成会
ゆ〜ぷるにらさき夏まつり
韮崎市環境学習会
ＪＲ上野駅観光キャンペーン
『てててＴＶ』出演

９月

ＮＩＲＡマルシェ
山梨うまいもの市（フルーツ公園）
ＶＦ甲府韮崎市サンクスデー
ゆるキャラ®グルメフェスティバル
in YOKOHAMA

10月

11月

12月

身延山大学学園祭
福祉の日記念まつり
武田の里にらさきふるさとまつり
週末はニコリにいます
富士の国やまなし国民文化祭・邦楽
韮コン in 甘利山
週末はニコリにいます
富士の国やまなし国民文化祭・
日本舞踊
ナイトＮＩＲＡマルシェ
ニコリクリスマスツリー点灯式
ゆるキャラ®さみっとin羽生
『てててＴＶ』出演
穴山保育園生活発表会
藤井保育園生活発表会
にらちびクリスマスコンサート
週末はニコリにいます
第１３回全国障害者芸術・文化祭
やまなし
首都圏旅行業者とのマッチング会

まだまだ「ニーラ」に会いたい皆さん、

今年度いっぱい、週末はニコリにいます。
日曜日の昼下がり、
韮崎市民交流センター
「ニコリ」でまったり
しています。
ニーラと一緒に、楽
しいひとときを過ごし
てみませんか。
３月までの毎週日曜日
午前１１時３０分〜
午後１時
※上記時間帯のすべてにい
るわけではありません。
時には散歩にお出かけし
ます。また、体調により、
予告なくお休みする場合
もありますので、あらか
じめご了承願います。

■お問い合わせは
商工観光課商工労政担当
（内線２１６）まで

仙台市にお住まいの
おともだちから、
うれしいお手紙を
いただきました。
皆さんからのお手紙、
お待ちしています。
ニーラ

※赤字は県外での活動
仙台市
かんの
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ご 当 地 ナ ン バ ーに
採用されました

東京エレクトロン韮崎文化ホール
ネーミングライツ記念公演

●９０㏄ 超１２５㏄ 以下
︵桃︶
９８枚
●小型特殊︵緑︶ １６９枚
●ミニカー︵青︶
２３枚
合計１２８５枚のナンバープ
レートが登録されています︒

韮崎市成人式

２月
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■ナンバーについてのお問い
合わせは︑税務課市民税担
当︵内線１５３〜１５５︶

１月

平成 年４月より︑原動機
付自転車の主な利用者である
若者を中心に︑幼児から高齢
者までの多くの皆さんに夢や
感動︑癒しを感じていただく
とともに︑ニーラのコンセプ
トでもある﹁夢をかなえる不
思 議 な カ エ ル︵ 帰 る ︶﹂ に あ
やかって︑事故のない平和な
まちになるよう願いをこめ
て︑韮崎市のご当地ナンバー
のプレートデザインに﹃ニー
ラ﹄が採用されました︒
導入から今日までに︑
●５０㏄ 以下
︵白︶ ９４９枚
●５０㏄ 超９０㏄ 以下
︵黄︶
４６枚

「ニーラ」の
２０１３年の主な活動

もとよしくん

2014.1

ゆるキャラ グルメフェスティバル

®

９月 日〜 日の２日間︑日
本有数の観光地かつ国際都市で
あ る︑ 横 浜 市 初 の 大 型 ゆ る キ
ャライベントとして開催され
た﹁ 第 １ 回 ゆ る キ ャ ラ グ ル メ
フェスティバル 横浜﹂に︑山
梨県を代表して参加してきまし
た︒
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２日間でおよそ 万５千人を
超える多くの観客で賑わうな
か︑韮崎市の魅力をしっかりと
ＰＲしてきましたが︑ニーラも
横浜の魅力をちょっぴり楽しん
できました
ゆるキャラグランプリ ２０１３
応援ありがとうございました
親しみやすいキャラクターの
人気ナンバーワンを投票で決
める﹁ゆるキャラ グランプリ
２０１３﹂の結果が 月 日に
発表され︑ニーラは全国からエ
ントリーされた総勢１５８０の
キャラクター中︑４８６５ポイ
ントで︑
総合第３７５位でした︒
ご投票いただいた皆様︑あり
がとうございました︒次回もが
んばりますので︑応援よろしく
お願いします︒
®
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赤レンガ倉庫広場デビュー！

®

ゆるキャラ さみっと 羽生で︑全国におともだちがいっぱいできました
三角形のヒミツはね。のＣＭでおなじみの
「スリーポンキーズ」（㈱湖池屋）

その他のおともだち。左から「おおまぴょん」
（大町市）「ふじぴょん」
（富士河口湖町）
「とらみ先生」（文京区）「メルギューくん」（小矢部市）

芦田愛菜ちゃんとのＣＭでも共演
「ひよこちゃん」（日清食品㈱）

in

いまや全国区の人気を誇る
ご存知「くまもん」（熊本県）
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ｉコンシェルなどでご主人様にお仕えする
「ひつじのしつじくん」（㈱ NTT ドコモ）

iin YOKOHAMA

無口でのんびり屋
「チチドコモダケ」
（㈱ NTT ドコモ）
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