
Ⅲ 連携事業



新潟開港150周年パートナー事業

新潟開港150周年記念事業の趣旨に賛同する様々な主体（企業・団体・個人・行政等）

が実施する事業を「パートナー事業」として随時募集し、記念事業公式ウェブサイト掲載

やマスコミへのプレスリリースなど、各主体と連携を図り、一体的な情報発信を実施した。

（2017年11月～2019年12月にかけて随時実施）

■ 主なイベント

新潟まつり（新潟まつり実行委員会） 白根大凧合戦（白根大凧合戦実行委員会）

古町柳都カフェ（新潟三業協同組合） 第21回大新潟展（株式会社京急百貨店）

日本船主協会出前授業

日本海エル・エヌ・ジー新潟LNG基地見学会

（一般社団法人日本船主協会）

マリンピア日本海南極の氷展示

（自衛隊新潟地方協力本部）
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※ 一覧をP.120～150で掲載



県立新潟医学校創立の礎となった外国人医師

顕彰碑除幕式（新潟の医学史を顕彰する会）

ドイツ領事館記念碑除幕式（新潟日独協会）

岩船大祭（岩船まつり保存会） 佐渡國鬼太鼓どっとこむ（同実行委員会）

第11回みなとオアシス全国協議会総会

（一般社団法人ウォーターフロント協会）
日本港湾協会第92回定時総会新潟開催

（同実行委員会）

新潟みなと（NPO法人新潟みなとクラブ）第32回全国経済同友会セミナー新潟大会

（新潟経済同友会）

■ 主な大会・会議
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※ 一覧をP.150～152で掲載



2018年度（2018年4月～2019年3月）

2017年度（2017年11月～2018年3月）

120 Port of Niigata 150th

新潟開港150周年パートナー事業一覧

イベント

2017年度　イベント 内　容 実施主体

11月25日～3月10日

12月15日～2月28日

2月9日

3月25日

北陸自動車道黒埼PAイルミネー

ション点灯式

イルミネーションのデザインの一部に新潟開港150周年

記念事業のロゴマークを表現するとともに、当日はミニ

ライブを実施。

東日本高速道路株式会

社新潟支社
北陸自動車道黒埼PA（下り

線）

「何が湊町新潟の繁栄を支えたの

か」講演会

多くの市（区）民に「湊町新潟の歴史と文化」に関心を

持っていただくことを目的に、中央区自治協議会の提案

事業として、「水辺とみなと部会」において、講演会を

開催。

中央区自治協議会新潟市民プラザ

とき・ところ

まち歩き観光ガイド養成講座

観光客へのおもてなし態勢の充実を図るため、新潟市で

まち歩きガイドとして活動する意欲のある方を対象に、

11月より全4回の「まち歩き観光ガイド養成講座」を開

催。

新潟市生涯学習センター、新潟市歴

史博物館

にいがたおおかまキッズランド

2019年の新潟開港150周年に向け、みなとに親しんでも

らうために、大かまを会場に一日限りの子どもの遊び場

「にいがたおおかまキッズランド」をオープン。

万代島多目的広場
志民委員会 N・Visionプ

ロジェクト

2018年度　イベント 内　容 実施主体

4月1日～4月30日

4月1日～11月4日

4月1日～3月21日

4月1日～3月31日

4月1日～3月31日

4月7日～7月7日

4月10日～3月31日

4月11日

古町芸妓の舞とお座敷遊びを気軽に体験できるイベント

を期間中の土曜日を中心に開催。
新潟花街茶屋（春）

新潟開港150周年記念展示

文化財センター　企画展

沼垂テラス商店街

新潟港の魅力や価値をテーマにワークショップを開催

し、開港150周年PR動画を制作。

NPO法人みらいず

works

沼垂テラス商店街・朝市

中高生みらい探究ラボSPiRAL

～中高生による開港150周年PR動

画の制作～

沼垂テラス商店街

中央区港エリア

新潟市中央区・沼垂地域で2015年４月に誕生した「沼垂

テラス商店街」。商店街と同じ年に始まった「朝市」

は、市内外からの特別出店と合わせ、計60店舗以上もの

お店が通りにずらりと並ぶ。

新潟とやの湖桜まつり

新潟市内最大の桜の名所である鳥屋野潟周辺で春を呼ぶ

催し、「とやの湖桜まつり」。メインステージとなる

「にいがたカナール彩」では、花見茶屋や各種ステージ

など、子どもから大人まで楽しめるイベントを開催。

新潟市駅南まつり協賛

会
鳥屋野潟

とき・ところ

信濃川お花見クルーズ
桜の開花期に信濃川ウォーターシャトルに乗船し信濃川

河口部を周遊（会員向け）。
新潟商工会議所信濃川河口

新潟ふるさと村～新潟西港沖新潟不定期クルーズ

新潟市川岸町信濃川河川マリーナを起点に、新潟ふるさ

と村から新潟西港港内を運行する信濃川遊覧。および、

新潟港西区西突堤灯台を起点とした約10海里(18.52km)

の海域を運行する海上クルーズ。

新潟不定期クルーズ

新潟市文化財センター
新潟市内8区の遺跡の紹介を主なテーマとする企画展を

開催。
新潟市

2018年のホテル日航新潟開業15周年、2019年の新潟開

港150周年を記念し、明治・大正・昭和初期の新潟港を

イメージできる画像を展示し、カウントダウンで一日一

日を刻んだ。

ホテル日航新潟ホテル日航新潟

公益財団法人新潟観光

コンベンション協会
旧齋藤家別邸
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2018年度　イベント 内　容 実施主体

4月12日～4月13日

4月13日

4月18日～5月1日

4月18日～3月31日

4月20日～6月30日

4月25日

4月26日

4月27日～4月28日

4月27日～6月2日

4月28日～10月31日

4月29日

4月29日～5月2日

5月1日～8月31日

5月1日～3月15日

5月3日～5月5日

株式会社ＡＫＳ

2018年萬代橋チューリップフェス

ティバル

新潟駅から新潟市のシンボル萬代橋西詰までを市民が育

てたチューリップで彩り、春の訪れを喜び合うイベン

ト。フェスティバル初日には、オープニングセレモニー

を開催。

新潟市新潟駅から萬代橋西詰

大野町まち歩き

「～春うらら～大野町商店街と中

ノ口川河畔をめぐる」

かつて、川湊として栄えた西区大野町の商店街や中ノ口

川河畔を巡るまち歩きを実施。
新潟市西区大野町・中ノ口川河畔

ＮＧＴ単独コンサート「ＮＧＴ48

祭～万代島編～」

ＮＧＴ48祭参加権付指定券を販売。万代島多目的広場に

て購入者はコンサート前にＮＧＴメンバーとのゲーム・

ガラガラ抽選会に参加。景品にはコシヒカリなど地域特

産を用意。

万代島多目的広場

とき・ところ

アース・セレブレーション2018

文化も国籍も違う様々な人たちが交わり繋がっていく

「アース・セレブレーション」を核に、島の風土を感じ

てもらう「響く島。SADO」プロジェクトを開始し島全

体を盛り上げた。

ｱーｽ･ｾﾚﾌ゙ﾚーｼｮﾝ実行委

員会（佐渡市・鼓童文

化財団・さどの島銀河

芸術祭実行委員会）

小木みなと公園ほか

球根育成のため捨てられてしまうチューリップの花を使

用して花絵を制作するイベント。2018年は「みなとまち

新潟」をテーマにした花絵を制作・展示。

にいがた花絵プロジェ

クト実行委員会
新潟駅南口広場

夢花火プロジェクト

開港150周年版

5月各学校に案内

6月～7月夢花火授業・作品制作（各小学校）

7月～8月作品展示

エボリューション打ち

上げ実行委員会
授業：中央区内小学校

展示：NEXT21アトリウム

新潟市歴史博物館

新潟市サポーターズ・グランド

パーティ

「開港150周年記念150年前の“みなとまちにいがた”へ
タイムスリップ！」と題して、篠田市長と青島会長の

トークセッションや、古町芸妓による舞を披露するな

ど、新潟の地酒や料理を囲む交流会や抽選会を実施。

新潟市サポーターズ倶

楽部
日本都市センターホテル

ギャラリー喫茶同舟庵

『ギャラリー喫茶同舟庵』で、新潟開港150周年記念の

特別コンサートを実施。会場では2階ギャラリーで新潟

港の歴史および灯台の歴史の写真を展示。

ギャラリー喫茶同舟庵ギャラリー喫茶同舟庵

レストランバス2018

食と農、歴史や文化など地域の魅力を体験する「ガスト

ロノミーツーリズム」の一環としてレストランバスを活

用したツアー。新潟開港150周年を記念し「みなとまち

堪能コース」を新設し全4コースで開催。

新潟市新潟市内（全4コース）

新潟レモンサワーの陣2018

全国初開催。レモンサワーと塊肉が主役なイベント。新

潟市に新しく誕生した万代島多目的広場・大かまにて開

催。ステージイベント・子どもも大好き縁日ブース・美

容ブースも登場。

新潟レモンサワーの陣

実行委員会
万代島多目的広場

クルーズ船

「カレドニアン・スカイ」来航

にいがたカナール彩

「NIIGATAスプリングフェスティバル」と「新潟県都市

緑花フェア」を同時開催。とやの潟けんこうウォーク、

HIPHOPダンスコンテスト、カヌー試乗会など。

新潟市駅南まつり協賛

会
中央区清五郎(カナール周辺)

新潟開港150周年【特別展示】企

画

江戸～明治時代に刊行された北前船の資料等の順次入

替。歌川広重『日本地誌略図』等を通して、開港直後の

日本の代表的な風景を解説付きで紹介。

株式会社養玲社巻菱

湖記念時代館
巻菱湖記念時代館

信濃川感謝祭2018 やすらぎ堤川

まつり

こいのぼりの掲揚、体験乗船（有料）やフリーマーケッ

ト、降雨体験車など家族で楽しめるイベントを開催。

信濃川フェスティバル

実行委員会

クルーズ船「カレドニアン・スカイ」が新潟西港に寄

港。当日は岸壁の一部を一般開放。
新潟市

第14回みなとぴあ堀とさくらの

コンサート2018

演奏は吹奏楽から津軽三味線やウクレレサーカスまで、

幅広い年齢層が楽しめるイベント。※雨天により中止
新潟下町をよくする会

信濃川やすらぎ堤右岸、ＮＳ

Ｔ

にいがた花絵プロジェクト2018

メイン事業

新潟西港中央ふ頭
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2018年度　イベント 内　容 実施主体

5月6日

5月6日

5月6日

5月9日～5月14日

5月14日～9月23日

5月19日～3月31日

5月20日

5月20日

5月20日～7月29日

5月26日

5月26日～5月27日

5月26日～6月3日

5月26日～6月10日

5月26日～12月1日

5月27日

ボランティアフェスティバル2018

みなとまち新潟を知るガイドツアーや小さなお子さんも

楽しめる体験プログラムのほか、「みなと」をテーマに

業務艇あさひによる港めぐりや旧新潟税関庁舎ペーパー

クラフト作りなどを実施。

みなとぴあボランティ

ア・新潟市歴史博物館
新潟市歴史博物館

重要文化財旧新潟税関庁舎改修工

事現場の一般公開

開港五港で唯一現存する開港当時の明治2（1869）年に

建築された重要文化財旧新潟税関庁舎の耐震補強工事現

場を一日限定で公開。

新潟市旧新潟税関庁舎

とき・ところ

HAPPYターン交流会
新潟市へUIJターンした人同士の親睦を深め、移住後の

生活をより充実したものにしていただくための交流会。

新潟市移住者応援有志

の会「ミチシルベ」
海の家　Sea Point Niigata

新潟駅高架駅第一期開業記念イベ

ント

新潟駅高架駅第一期開業を記念し、式典と市民向けイベ

ントを開催。

新潟県・新潟市・

東日本旅客鉄道株式会

社新潟支社

新潟駅（南口広場）

新潟開港アニメーション映像制

作・上映

「マンガ・アニメのまち　にいがた」のサポートキャラ

クター花野古町と笹団五郎が、開港前と開港後の新潟の

まちを訪ねるアニメを上映。

新潟市歴史博物館新潟市歴史博物館

新潟開港150周年記念　ビーチテ

ニス大会
ビーチテニス大会の開催。

日本ビーチテニス連盟

新潟県支部
新潟西海岸

柳都祭

開催初日に「みなとまち新潟スイーツ」完成発表会を実

施。スイーツは期間中、レストラン・マーガレットにて

数量限定で提供した。また、7階催事場で「新潟開港150

周年記念 みなとまち新潟パネル展」を開催。

株式会社新潟三越伊勢

丹　新潟三越
新潟三越店

新潟下町・早川堀通り第13回つつ

じ祭り

にいがたみなとの情緒あふれる早川堀通り周辺をはじめ

とした下町の賑わい創出を目的として、ステージイベン

トやフリーマーケット、飲食販売等を行った。

新潟下町・早川堀通り

第13回つつじ祭り実行

委員会

中央区西湊町通3ノ町周辺

水道週間行事

水道についての理解を深めるため、毎年6月1日から6月7

日までを水道週間とし、全国で様々なイベントが開催さ

れる。新潟市でも、利き水大会などの各種イベント、浄

水場の開放などを実施。

新潟市水道局信濃川浄水場・メディアシッ

プ・イオンモール新潟南

FOOD SONIC 2018 in 新潟

supported by SUNTORY The

PREMIUM MALT'S

新潟市万代テラスに食べログ3.5点以上のお店が多数出

店。アーティストライブやトークショーも楽しめるフー

ドエンタテインメントフェスティバルを開催。

株式会社新潟テレビ21万代テラス

らららピクニック
いつものやすらぎ堤に、楽しい遊び場を設置。ピクニッ

クを自由に楽しむイベント。
新潟ピクニッククラブ信濃川やすらぎ堤左岸

新潟市早起き野球大会

市民が積極的にスポーツに親しみ、スポーツ振興と相互

の親睦を図ることにより、豊かな社会生活に寄与するこ

とを目的に開催。

新潟市早起き野球大会

実行委員会
鳥屋野運動公園野球場ほか

佐渡國鬼太鼓どっとこむ

「佐渡おけさ」「鬼太鼓」を代表とする佐渡の郷土芸能

が一堂に会し、島グルメとあわせて楽しむことができる

人気イベント。

佐渡國鬼太鼓どっとこ

む実行委員会
佐渡市おんでこドーム

湊まち新潟歴史ウォーク2018
新潟西港周辺エリアを湊まち新潟の歴史に触れながら歩

くイベント。全7回開催。

NPO法人新潟みなとク

ラブ
新潟西港周辺

環境保全パネル展示
海洋環境保全推進月間（6月）に新潟ふるさと村等で環

境パネル展を実施。
第九管区海上保安本部新潟ふるさと村
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2018年度　イベント 内　容 実施主体

5月31日

6月1日～6月8日

6月1日～6月10日

6月1日～9月30日

6月1日～9月30日

6月1日～9月30日

6月1日～9月30日

6月1日～3月31日

6月1日～3月31日

6月2日～6月3日

6月3日

6月7日

6月7日

6月7日～6月11日

6月9日～6月10日

東京ラーメンショーin新潟

2018

日本最大級のラーメンイベント、東京ラーメンショー。

記念すべき第10回目を秋に控え、全国初の地方開催を実

施。

株式会社NST新潟総合

テレビ
万代シテイ１階十字路・2階

シテイパーク

開港150 万代テラス出展者募集

事業
万代テラスにオープンカフェ等を公募し、出店。

新潟オープンカフェ推

進実行委員会
万代テラス

野内隆裕さんご案内

まち歩きでみなとまち新潟の歴史

と価値を再確認

連続公開講座「開港都市にいがたを知り、学び→活か
す」の第1回目。みなとぴあにて解説の後、散策では

数々のエピソードに頷きながら下町から砂山を回った。

一般社団法人大学女性

協会新潟支部
新潟市歴史博物館ほか

開港150 港スーパーカーフェス

タ

新潟県下及び全国からスーパーカーを招集し、一同に展

示。期間中は常時数台展示した。

新潟オープンカフェ推

進実行委員会
万代テラス

開港150 新潟ミュージックシー

ンフェスin万代テラス

万代テラスにオープンステージを設置し、新潟で活動し

ているミュージシャンの演奏を行った。

新潟オープンカフェ推

進実行委員会
万代テラス

第12回萬代橋サンセットカフェ

2019年に新潟港開港150周年を迎えることを見越し、港

湾エリアのさらなる賑わい創出のために、港湾エリアに

立地する「万代テラス」にて実施。県内外を問わず多く

の方が訪れ、食事や夕日鑑賞を楽しんだ。

新潟オープンカフェ推

進実行委員会・新潟市
万代テラス、信濃川左岸緑地

白根大凧合戦

信濃川の支流、中ノ口川を挟んだ東西から畳24枚分もあ

る大凧を揚げて空中で絡ませて川に落とし、相手の凧綱

が切れるまで引き合う世界最大スケールの凧合戦。

白根大凧合戦実行委員

会
中ノ口川堤防上

新潟県損害保険代理業協会総会
総会並びに記念講演の会場で開港150周年を広くPRし

た。

新潟県損害保険代理業

協会
新潟東映ホテル

シルバーカレッジ特別講座
シルバー世代のこれからの「備え」を考える。三井住友

信託銀行のシルバーカレッジ。
三井住友信託銀行ホテルオークラ新潟

にいがた国際映画祭

「映画を通じて、多文化共生・異文化理解を進める」こ

とを目的として、新潟では目に触れることの少ない世界

各国の作品を中心に上映。

にいがた国際映画祭実

行委員会
生涯学習センター、シネ・ウ

インド

新潟シティライド

「スマートウエルネスシティ（健幸都市づくり）」を目

指して、健康維持・増進を図るとともに、壮大な越後平

野や日本海など風光明媚な新潟の魅力を再確認し、新潟

の食を堪能できるサイクリングイベントを開催。

新潟シティライド実行

委員会
新潟市内8区

(新潟市陸上競技場発着）

新潟開港150周年記念ボート

ショー

・モーターボート、水上バイク体験乗船

・飲食ブース

・FMポートステッカーキャンペーン

新潟開港150周年記念

ボートショー実行委員

会

新潟西港河川岸壁

新潟開港150周年記念

特別（アマチュア無線）局開設、

運用

アマチュア無線局を開設し、新潟開港150周年をPR。開

港150特別バージョンの交信カードも発行した。
新潟スティハムクラブ特別局

古町柳都カフェ

茶屋建築の特徴的意匠を残す貴重な数寄屋風建造物であ

る、旧待合「美や古」のお座敷を利用して、稽古着姿の

古町芸妓による飲物等のサービスと芸妓の舞の鑑賞等、

新潟花街の雰囲気を気軽に楽しめる機会を提供。

新潟三業協同組合古町柳都カフェ

第9回にいがた湊まち歴史ウォー

ク

日本ウオーキング協会主催の「日本開国セブンハーバー

ズリーグ」として認定されているウオーキングイベン

ト。2日間開催。

NPO法人新潟県ウオー

キング協会
新潟市陸上競技場発着

とき・ところ
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2018年度　イベント 内　容 実施主体

6月10日～7月21日

6月15日～6月16日

6月16日～9月24日

6月16日～3月23日

6月17日

6月17日

6月22日～6月23日

6月23日

6月23日～6月24日

6月23日～6月24日

6月23日～8月26日

6月25日～9月21日

6月26日～7月16日

6月29日～7月20日

6月30日

西郷隆盛の新潟・松浜滞陣と戊辰

戦争

開港に合わせ新潟にやって来た西郷隆盛のその後の新潟

松浜滞陣は何故か、何を考えていたのかの歴史史実にせ

まる講演会を開催。北区郷土博物館が主催した「北区の

戊辰戦争ゆかりの地バス巡り」に協力。

新潟戊辰の会新潟県立図書館ほか

両津えびす祭り
大神輿行列渡御を中心に各種芸能、大綱引き大会に夜店

等楽しい催しが両津夷商店街を会場に行われた。
両津まつり実行委員会佐渡市 両津夷地区

市民サッカー大会
ワールドカップ開催決定を契機に、市民の健康づくりと

スポーツ振興を目的に開催。

公益財団法人新潟市体

育協会ほか
鳥屋野運動公園球技場ほか

とき・ところ

新潟開港150周年記念事業連携日

帰りツアー

佐渡で開催予定の新潟開港150周年記念事業に合わせ、

手軽に参加できる日帰りツアーを設定し、新潟・佐渡間

の交流を促進。

佐渡汽船株式会社新潟港発～佐渡島内

中原邸見学と北国街道まち歩きバ

スツアー

西区から西蒲区を横断するバスツアー。新潟湊から続く

北国街道沿いの西区赤塚や、西蒲区の史跡をめぐるまち

歩きのほか、赤塚の豪農の館「中原邸」や高野酒造を見

学。

新潟市西区、西蒲区内

新潟空港定期便就航60周年記念イ

ベント

新潟空港定期便就航60周年を記念し、新潟空港の利用

者・関係者への感謝の式典とイベントを開催。
全日本空輸株式会社新潟空港

古町芸妓撮影会

古町芸妓の撮影会、撮影作品のコンテストおよび展示会

を行い、みなとまち文化と新潟古町芸妓をPRすること

で、新潟の魅力向上に寄与した。

新潟県カメラ写真商組

合
燕喜館

料亭の味と芸妓の舞

老舗料亭の伝統の味を楽しみながら、古町芸妓の華やか

な舞を鑑賞し、みなとまち新潟の花街文化を気軽に楽し

んでもらった。

新潟三業協同組合中央区内各料亭

海にひろがる夢・未来

「海の月間」パネル展

海への興味・関心を高めることを目的に、北陸地方整備

局、第九管区海上保安本部との共同開催で海事関係のポ

スター掲示などを行い、「船」「港湾施設」「海上安

全」といった「海」への一体感を演出。

北陸信越運輸局生涯学習センター

にいがたデジコングランプリ2018

デジタルコンテンツ産業をリードできる人材、クリエイ

ターの育成、発掘を目的にイラストやデジタルフォト、

動画、アプリなどデジタル技術を用いた作品を募集する

コンテスト。

にいがたデジタルコン

テンツ推進協議会
にいがたデジタルコンテンツ

推進協議会

―「阿部展也あくなき越境者」展

国や民族の垣根を越え、様々なジャンルを横断しながら

創造の探求を続けた「越境者」の足跡を、新潟市美術館

が所蔵する作品を核として、全国各地の美術館や個人の

所蔵作品などにより、多角的に紹介。

新潟市美術館新潟市美術館

柳都にいがた春のビール祭り

クラフトビール発祥の地新潟において、全国からクラフ

トビールメーカーが集結。クラフトビールの認知度向上

と、新潟県のクラフトビール文化の創造を目指して開

催。

新潟クラフトビールの

陣実行委員会
万代島多目的広場

月潟まつり・伝統芸能フェスティ

バル

月潟まつりで開催されるフェスティバル。平成25年4月

に新潟市無形民俗文化財に指定された「角兵衛獅子の

舞」を奉納。

月潟まつり実施協議会月潟白山神社境内

ニイガタ超会議

2018年度テーマは【imagination（構想力）】。地域活

性化に向けた発信の場として、地域・国際・人材など

様々な視点から指針を示した。

新潟青年会議所新潟市民プラザ

粟島・新潟航路就航イベント

昭和49年まで運航していた新潟港と粟島港を結ぶ「粟

島・新潟航路」を期間限定で復活させた。13日間高速船

を運航。乗船者は、通常見ることができない港湾・海上

景色を見ながらの船旅を満喫できた。

粟島浦村新潟港・港湾エリア
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2018年度　イベント 内　容 実施主体

6月30日～7月15日

6月30日～7月18日

7月1日～9月30日

7月1日～10月14日

7月5日

7月7日

7月7日

7月8日～9月16日

7月13日～7月19日

7月14日～7月15日

7月14日～7月15日

7月14日～7月16日

7月14日～8月5日

7月14日～8月19日

7月14日～8月19日

開運七夕まつり
新潟開港150年を記念し、「海」をテーマにした風鈴な

どたくさんの風鈴が境内を彩った。
白山神社白山神社

消防艇にほんかいデザイン投票
市民の皆様から信頼され、親しまれるよう、新しい船の

デザインを市民投票により決定。
新潟市消防局

とき・ところ

水辺で乾杯
7月7日、午後7時7分に全国の水辺で一斉に乾杯するイベ

ント。

ミズベリングやすらぎ

堤研究会
万代テラス、萬代橋上流右岸

やすらぎ堤、みなと・さがん

東区市民ウォーク

「ほっくほくウォーク」

東区の魅力の発見と地域の自然に親しみながらウォーキ

ングを行い、健康づくりと体力の維持・増進を図るイベ

ント。

新潟市東区内

にいがた市民大学「開港150年記

念開港都市に選ばれた「新潟」

－その歴史と魅力－」公開講座

講座の一部を一般申込者を含む公開講座として開催。明

治初期、県庁所在地となり文明開化のモデル地区となっ

た新潟は、何が変わり、残ったのか、イザベラ・バード

の目に映った新潟を素材にし、考える講座を実施。

新潟市新潟市民プラザ

ミズベリング信濃川やすらぎ堤

河川法の改正により、民間事業者による営業活動が可能

となった信濃川やすらぎ堤の一部区域において、民間事

業者によるマネジメントのもと、飲食店の出店を中心と

した賑わい創出事業を展開。

新潟市・民間事業者信濃川やすらぎ堤

新潟みなと水遊記

開港150周年に向けた機運醸成と西港全体の賑わいを高

めるため、個別イベントの情報を統合し、イベントガイ

ド作成・配布により情報発信を行った。

新潟みなとまちづくり

ネットワーク（事務

局：新潟港湾・空港整

備事務所）

新潟西港周辺

新潟東港護衛艦「ひゅうが」

一般公開

海上自衛隊護衛艦を誘致。艦の一般公開を実施し、地域

の活性化、市民の防災意識の向上及び150周年事業の盛

会に寄与した。

自衛隊新潟地方協力本

部
新潟東港

大型浚渫兼油回収船「白山」

一般公開

白山の役割・業務について、地域住民等に理解してもら

うことを目的に、白山の船内を一般公開。※中止
新潟港湾・空港整備事

務所
新潟西港内

アール・ブリュット展in両津港

アール・ブリュット展（障がい者アート展）を佐渡障が

い福祉フォーラムと同時開催。開港150周年にちなみ、

島内の障がい者福祉施設利用者や在宅の障がい者の方々

が創作した、船・海・港をテーマとする作品を展示。

佐渡アール・ブリュッ

ト実行委員会
あいぽーと佐渡

ブルーインパルス映画上映

ブルーインパルスの展示飛行にあわせて、ブルーインパ

ルスのドキュメンタリー映画「果てしなき追求」を上

映。展示飛行を行うブルーインパルスをより深く知って

もらうことで祝賀飛行を盛り上げた。

株式会社１９９１イオンシネマ新潟南

2018新潟県ビーチテニス選手権大

会
ビーチテニス大会の開催。

NPO法人新潟県テニス

サミット
新潟西海岸

水路記念日パネル展

船舶交通の安全に不可欠な海図を作製する組織が日本に

設立されて147年目を迎える行事として、パネル展を行

い、海図を通した海洋に関する理解の増進を図った。

第九管区海上保安本部新潟市歴史博物館

「にいがた船と港の150年」展
開港150年記念展。開港以後の港の変化や来港する船に

着目して新潟港を紹介。
新潟市歴史博物館新潟市歴史博物館

新潟市少年少女スポーツ大会

児童の健全育成を目的に、スポーツ活動を通じて心身の

健康づくりと児童相互の親睦を図るスポーツ（野球、

サッカー、ミニバスケットボール、バレーボール）大

会。

新潟市・実行委員会ほ

か
東総合スポーツセンターほか
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2018年度　イベント 内　容 実施主体

7月14日～9月17日

7月14日～11月25日

7月15日

7月15日

7月15日

7月15日

7月15日

7月15日～7月16日

7月16日

7月17日～8月26日

7月25日～7月27日

7月25日～7月27日

7月27日

7月28日

7月28日

佐渡汽船歴代就航船舶の模型展示
歴代就航船舶の模型を入替制で新潟港万代島ターミナル

3階に展示した。
佐渡汽船株式会社新潟港万代島ターミナル3階

とき・ところ

一期一音

新潟開港150周年の記念すべき年に新潟市内ひいては全

国のお客さんが佐渡を訪れたくなるような音楽イベント

を開催。新潟市と佐渡市の結びつきをアピールした。

一期一音実行委員会佐渡市おんでこドーム

CAPTAIN VINYL in Niigata 2018

古町クラブ2店舗とNEXT21の3会場でのクラブ・サー

キットイベント。NEXT21では日本トップDJ2名のユ

ニット「Captain Vinyl」、クラブSEVENでは「Fly Boy

Records」を招聘。

武田　令NEXT21　1階アトリウム、

Club SEVEN、Bar amnesia

新潟市ジュニア合唱団

第28回定期演奏会

小学2年生から高校3年生まで約130名で構成される少年

少女合唱団による定期演奏会。第１部日本のうた、第２

部クラシック、第３部合唱ミュージカルで構成。

公益財団法人新潟市芸

術文化振興財団
新潟市民芸術文化会館

第32回新潟市郷土芸能公演

「郷芸」

新潟市には先人たちが築いてきた心の拠り所として伝え

られた文化が、伝承、郷土芸能という形で今でも息づい

ており、一人でも多くの市民にこの貴重な無形民俗文化

財を知っていただくために公演を実施。

新潟市伝承芸能保存会新潟市民芸術文化会館

開港150周年記念ウォーターシャ

トル特別パス事業
期間限定の特別バージョンのシーズンパスを販売。

信濃川ウォーターシャ

トル株式会社
水上バス

水理実験場　一般公開

日本最大級の｢水理実験場｣を一般に公開。25mプール6

個分の水槽に作られた港の模型に、造波装置で実際の海

に近い波を起こす様子を公開。

新潟港湾空港技術調査

事務所
新潟港湾空港技術調査事務所

水理実験場

みなと見学ツアー

新潟開港150周年記念事業の一環として、コンテナヤー

ドなど普段入ることができない港湾施設を巡る「みなと

見学ツアー」を開催。

新潟県新潟港

クルーザーヨットで港と海を体験

しよう！
市民を無料招待し、大型ヨットの体験乗船会を実施。

新潟オフショアセーリ

ングクラブ
新潟西港

新潟開港150周年

記念事業コンサート

新潟県内出身の歌手2名（猪又一美さん、なおみあきさ

ん）から、ソロと2人のハモリデュエットを提供。

木島重夫とサウンド

エッジ
万代島ピアテラス

聖籠マリンフェスタ～聖籠海まつ

り～2018

海洋レジャー体験、砂浜でのイベント、ステージイベン

ト、グルメ屋台村など、夏の１日を満喫できるイベン

ト。

聖籠マリンフェスタ実

行委員会
みなとオアシス聖籠(海のに

ぎわい館、網代浜海水浴場)

サラリーマン転覆隊新潟到着出迎

え

週末を利用して信濃川の源流から河口までカヌーで川下

りをする「サラリーマン転覆隊」が、2年半の時間をか

けて新潟港に到着。やすらぎ堤で隊員の出迎え、功績を

ねぎらい、交流の拡大を図った。

志民委員会 N・Visionプ

ロジェクト
信濃川やすらぎ堤

第３回にいがたスイーツコンテス

ト

将来の製菓業界の活性化・人材育成を図るとともに、新

潟の食材や食文化の認知拡大にもつなげていく。開港

150周年にちなみ第3回目のテーマは「新潟・みなと・

海」とし、海フェスタにいがた開催中に実施。

にいがた食育・保育専

門学校えぷろん
にいがた食育・保育専門学校

えぷろん第二校舎

新潟西港みなと見学会
港の役割を理解してもらうことを目的に、職員の説明

で、水上バスに乗って新潟西港を巡る見学会。

新潟港湾・空港整備事

務所
新潟西港

親子みなと見学会
子どもたちに港に興味を持ってもらうことを目的に、国

土交通省の港湾業務艇に乗船して、新潟西港内を見学。

新潟港湾・空港整備事

務所
新潟西港周辺
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2018年度　イベント 内　容 実施主体

7月28日

7月28日

7月28日～7月29日

7月29日

7月29日

7月29日

7月29日

7月29日

7月29日

7月29日

8月1日～8月31日

8月4日

8月4日

8月5日

8月7日

とき・ところ

MIDSUMMERFESTA 5人制ビーチサッカー大会
MIDSUMMERFESTA

実行委員会
日和山浜海岸

新潟市ジュニア邦楽合奏団

第23回定期演奏会

小学2年生から高校3年生まで約40名で構成される邦楽合

奏団による定期演奏会。新潟市ジュニア邦楽合奏団のた

めに作曲された川崎絵都夫「風と光と大地の歌」ほかを

演奏。

公益財団法人新潟市芸

術文化振興財団
新潟市音楽文化会館

小木港多用途支援艦「ひうち」

一般公開

海上自衛隊の多用途支援艦を誘致。艦の一般公開を実施

し、地域の活性化、市民の防災意識の向上及び150周年

事業の盛会に寄与した。

自衛隊新潟地方協力本

部
小木港

巡視船一般公開
海上保安庁の業務を広く知ってもらうため、巡視船等の

一般公開を実施。
第九管区海上保安本部新潟西港

巡視船体験航海
海上保安庁の業務を広く知ってもらうため、巡視船体験

航海を実施。
第九管区海上保安本部新潟西港

ラマダホテル新潟杯

第11回ビーチバレー4人制オープ

ン大会

ビーチバレー４人制の大会を中央区日和山浜で開催。3

つのカテゴリーで合計37チーム217名が参加した。友人

や家族がスポーツをしながら浜でバーベキューや海水浴

を楽しみ、夏の思い出作りの日となった。

新潟市バレーボール協

会
日和山浜海岸

海と遊ぼう モーターボート・水

上バイク操船体験
モーターボート・水上バイクの操船体験。

シーバードにいがた

Port救難所
日和山浜海岸

ビーチライフIN新潟
ビーチフラッグスやビーチバレー、ビーチサッカー、

ビーチテニス大会等を開催。

ビーチライフIN新潟

実行委員会
日和山浜海岸

海と湖の祭典in両津及びキッズお

仕事体験～海のお仕事編～

「海のお仕事」に限定し小学生とその保護者を対象に簡

易な体験及び乗船体験を行い、みなとの賑わいを創出。

※荒天により乗船体験は中止

「オアシス2018夏」実

行委員会
あいぽーと佐渡

浜で遊ぼうin南浜
新潟の海の恵みをPRするほか、市民と漁業関係者が交流

する水辺空間のにぎわいを創出。

浜で遊ぼうin南浜実行委

員会
北区南浜船だまり

第29回全国産業教育フェア新潟

大会プレ大会

開港150年を迎えるみなとまち新潟において、専門教育

を学ぶ一高校生が新潟県の誇る伝統・文化・歴史・産業

を紹介するとともに、研究発表や体験ブースを通じて産

業教育の魅力を発信。

新潟県教育委員会新潟市体育館、

新潟市食育・花育センター

郷土にいがたの響き
新潟出身者によるコンサート及び開港から150年の新潟

歴史の講演会を開催。

開港150周年郷土にいが

た実行委員会
東区プラザ

2階ホール

海岸サマーフェスティバルin南浜
スイカの早食い、カラオケ大会、ダンスに音楽、抽選会

に大花火。

夕焼けコンサート実行

委員会
島見浜海岸

新潟開港150周年記念楽しい海教

室

聖籠海岸や「みなとオアシス聖籠」を会場に、ジェット

スキー体験やバーベキュー体験、日本赤十字社による海

の安全教室を実施。

NPO法人海レクサポー

トせいろう
新潟港海岸（聖籠海岸地区）

「新潟漆器」展
北前船で発展を遂げた新潟漆器の展覧会。新潟漆器の製

作体験、実演なども実施。

旧小澤家住宅・新潟市

漆器同業組合・新潟市
旧小澤家住宅



128 Port of Niigata 150th

2018年度　イベント 内　容 実施主体

8月7日～8月8日

8月10日

8月10日～8月12日

8月10日～8月12日

8月11日

8月11日～8月12日

8月18日

8月22日～10月31日

8月25日

8月25日

8月26日

8月26日

9月1日～9月3日

9月1日～9月29日

9月1日～12月15日

新潟まつり

日本最大級の民謡流しや、古式ゆかしい住吉行列、信濃

川河畔での花火大会など多彩な催しを開催する本市の夏

の最大イベント。

新潟まつり実行委員会古町、万代、信濃川河畔

りゅーとぴあ演劇スタジオ キッ

ズ・コース

APRICOT2018夏季公演『ハイ

ジ』

演劇に関わる人材を育て、新潟から優れた舞台芸術を生

み出していこうと運営している子ども劇団による夏季公

演。

公益財団法人新潟市芸

術文化振興財団
新潟市民芸術文化会館

「新潟まつり」協賛事業「鼓童」

特別演奏会

「新潟まつり」の大民謡流しの後に佐渡の太鼓芸能集団

「鼓童」様に演奏を披露していただき、大民謡流しの盛

り上げの一助とするとともに新潟開港150周年に向けた

機運醸成を図った。

「鼓童」特別演奏会

実行委員会
NEXT21ビル前西堀通路上

両津七夕まつり・川開き

8月7日と8日に「子ども山車パレード」「鼓笛隊パレー

ド」「民謡流し」「鬼太鼓」、祭りの最後には「大花火

大会」も行われ、市民・観光客等多くの参加者により盛

大に開催。

両津川開き協会佐渡市 夷・湊中心街

とき・ところ

明和義人祭

『江戸時代へタイムスリップ～明

和の新潟を原体験～』

明和期（江戸時代）に凶作・重税に苦しんだ新潟の町民

が藩へ異議を唱え、2か月にわたり町の政治を自分たち

で取り仕切った。その偉人たち「明和義人」に改めてス

ポットを当て、2008年からお祭りを開催。

明和義人祭実行委員会古町商店街（古町通1～6番

町）

開港150周年記念

にいがた湊から新潟港へ、舟運の

歴史探索

・浚渫親子クルーズ

・大野町まち歩きクルーズ
リバークルーズ愛好会水上バス

くろさき茶豆　夏の陣

国の地理的表示(GI)保護制度に登録された「くろさき茶

豆」を堪能し、魅力を発信する。期間中は「くろさき茶

豆」メニューの提供のほか、当日座などイベントを開

催。

「くろさき茶豆　夏の

陣」実行委員会
西区内

新潟まつり　お祭り広場（道路ふ

れあいコーナー）

新潟まつりにおいて、万代シテイで開催される祭り広

場。様々な企業、団体が出展。
新潟国道事務所ほか万代シテイ

日本海夕日キャンペーン・日本海

夕日コンサート

日本海に沈む夕日を通じて新潟を全国にアピールする、

市民の手による日本海夕日キャンペーンのメイン事業。

夕日の沈む日本海をバックに豪華アーティストたちの演

奏が約4万人の聴衆を魅了するシーサイドイベント。

日本海夕日キャンペー

ン実行委員会
西区 青山海岸ほか

歴史講座「古資料が語る新潟の歴

史」

多くの市民に新潟の歴史について知識を深めてもらうこ

とを目的として開催。新潟開港150周年を記念して、み

なとまちに関する歴史資料を読み解きながら、専門家や

歴史文化課職員が、当時の新潟の様子などを解説。

新潟市万代市民会館

飛鳥Ⅱ日本海クルーズ3日間

日本最大のクルーズ客船「飛鳥Ⅱ」で行く「日本海ク

ルーズ・青森3日間」を新潟開港150周年・メディアシッ

プ5周年記念事業として実施。

株式会社新潟日報社・

株式会社NST新潟総合

テレビ

新潟港発着～青森

みなと・しもまち・川祭り 2018

みなとぴあ敷地内の旧河道に浮かべた手作りの灯籠を眺

めながら、ゆっくりと過ぎゆく夏のひと時を楽しむイベ

※ント。 雨天により中止

新潟北部開発協議会新潟市歴史博物館

信濃川クルーズ体験×ライブイベ

ント

信濃川ウォーターシャトルに乗船し、河口部や萬代橋な

どを案内付きで周遊。また、発船場所の万代テラスで

は、ミニライブを開催。

新潟商工会議所信濃川河口 右岸・左岸

第16回萬代橋誕生祭

新潟市のシンボルである重要文化財萬代橋の生誕を祝う

ため、毎年8月に萬代橋周辺の複数会場にてイベントを

開催。

萬代橋誕生祭実行委員

会・新潟市
万代テラス、メディアシッ

プ、みなと・さがん、萬代橋

新潟花街茶屋（秋）
古町芸妓の舞とお座敷遊びを気軽に体験できるイベント

を期間中の土曜日を中心に開催。

公益財団法人新潟観光

コンベンション協会
旧齋藤家別邸
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2018年度　イベント 内　容 実施主体

9月8日

9月8日

9月8日

9月9日

9月14日～9月17日

9月15日～9月17日

9月15日～10月28日

9月16日

9月17日

9月17日

9月22日

9月22日

9月22日～10月21日

9月23日

9月23日

新潟港ポタリング

ポタリングとは「自転車に乗った散歩」のこと。新潟西

港周辺及び新潟西海岸周辺の2コースに分けて散歩感覚

で巡る。※荒天により中止

NPO法人新潟みなとク

ラブ
新潟西港周辺

夕日ウォーク
中央区の海岸沿いの自然や夕日を楽しみながら行うウ

オーキングイベント。※中止

新潟市・新潟市スポー

ツ推進員連盟中央区協

議会

中央区西海岸

地域学講演会

新潟市歴史博物館みなとぴあの伊東館長を講師に、新潟

開港から150年、東新潟地域がどのように歩み、また新

潟市全域の中でどのような役割を果たしてきたのかを、

沼垂・山の下地域を中心に講演。

新潟市東地区公民館

とき・ところ

新潟市ジュニアオーケストラ教室

第37回定期演奏会

小学4年生から高校3年生まで約110名で構成されるオー

ケストラによる定期演奏会。ストラヴィンスキー：バレ

エ組曲「火の鳥」ほかを演奏。

公益財団法人新潟市芸

術文化振興財団
新潟市民芸術文化会館

「玉と鏡の世界－西安・新潟友好

交流特別展」

開港150年記念特別展。平成29年に歴史博物館との友好

提携10周年を迎えた西安博物院の所蔵品特別展。
新潟市歴史博物館新潟市歴史博物館

にいがた総おどり祭
新潟市内10会場で、全国や海外から踊り子が集まる日本

最大規模のオールジャンルの踊りの祭典。

新潟総踊り祭実行委員

会
万代シテイ、新潟駅南口広

場、古町ほか

みなと新潟「光の響演2018」

みなとまち新潟の歴史や文化を象徴する建造物等を活用

し、プロジェクションマッピングなど光と映像の演出

と、音楽や踊りなど地域文化のステージイベントなどを

実施した。

みなと新潟「光の響演

2018」開催実行委員会
新潟市歴史博物館、みなと・

さがん（信濃川左岸緑地）

南区健康ウォークフェスティバル

南区の町並みや緑豊かな田園風景を眺めながら、3km・

6kmの2コースでウオーキングを実施。

そのほか、健康チェックコーナーや南区の特産品が当た

る抽選会も行った。

新潟市南区スポーツ健

康づくり協議会
白根カルチャーセンター

中央区新潟駅前～古町
NIIGATAオフィス・アート・スト

リート

新潟市のメインストリートである新潟駅前の東大通から

古町の柾谷小路に面する金融機関などのショーウインド

ウを公募アートで彩るイベント。

NIIGATAオフィス・

アート・ストリート実

行委員会

月待ち湊

信濃川河口左岸にある入船みなとタワーの大階段から、

新潟西港の夜景と対岸から満月が上がる瞬間を、ふるま

い酒や音楽を聴きながら楽しむイベント。

NPO法人にいがた湊あ

ねさま倶楽部
入船みなとタワー前広場

笹川邸寄席

三遊亭白鳥氏による「落語」と林家二楽氏による「紙切

り」。近世後期の大庄屋邸宅を舞台に、真打ちの落語と

紙切りの豪華２本立て公演。

新潟市旧笹川家住宅

第38回新潟市障がい者大運動会

障がいのある人もない人も、スポーツを通じて、親睦と

友情の輪を広めながら、「共に生きる喜び」をわかちあ

い、住みよい社会作りに努力し、そして、障がい者の

「完全参加と平等」の達成を図ることを目的に開催。

新潟市東総合スポーツセンター

南区伝統芸能フェスタ

南区には古くから伝わる伝統行事、伝統芸能が今も息づ

いている。その中の一部、「角兵衛獅子」「茨曽根太々

神楽」「白根の獅子舞」「白根小唄・白根凧音頭」「白

根大凧太鼓勇南」の５団体に披露いただいた。

新潟市白根学習館

福島潟自然文化祭

15,000本のロウソクで巨大な鳥を描く「雁迎灯（かんげ

いび）」や、自然体験イベント「潟の楽校」などを実

施。

福島潟自然文化祭実行

委員会
水の公園福島潟

第30回ふるまち新潟をどり
古町芸妓総出演により、新潟で育まれてきた日本舞踊と

囃子の伝統芸能を披露。

公益財団法人新潟市芸

術文化振興財団
新潟市民芸術文化会館
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2018年度　イベント 内　容 実施主体

9月23日

9月23日～9月24日

9月27日

9月29日

9月29日～9月30日

9月29日～10月14日

9月30日

10月6日～10月7日

10月6日～10月27日

10月7日

10月8日

10月8日

10月8日

10月13日～10月14日

10月14日

いわむロックFESTIVAL2018

岩室温泉にて開催される、多世代交流型の音楽フェス

ティバル。『多くの才能に触れ、新潟から生まれる新た

な息吹を感じて欲しい』という想いから、入場無料と

し、出演アーティストのコンピレーションCDも配布。

いわむロックFESTIVAL

実行委員会
新潟市岩室観光施設いわむろ

や

月潟大道芸フェスティバル

月潟地域のPRと活性化を図ることを目的に開催。月潟商

店街を中心に新潟市無形民俗文化財「角兵衛獅子の舞」

や「月潟太鼓」の披露、大道芸人によるストリートパ

フォーマンスや特産品の販売などを実施。

月潟観光キャンペーン

実施協議会
月潟地区商店街

とき・ところ

信濃川治水歴史巡り

信濃川の治水に関する先人の遺業と志を今に伝え、治水

に関する歴史・文化に理解を深め、洪水への防災意識を

※高めることを目的に信濃川流域を巡るツアー。 中止

信濃川下流河川事務所信濃川下流域

農家の日

農業体験と料理教室が楽しめる日帰りツアー。市内生産

者をたずね、生産者の暮らしや農村地域の文化を体験し

※ながら、旬の農水産物のおいしい食べ方を学ぶ。 新潟

漁協南浜支部と連携して開催

新潟市①北区新井郷・福島潟
② ③南区白根　　 北区南浜

新潟エンジン02

新潟開港150周年の節目に、国内外で活躍する文化人と

交流することにより、みなとまち新潟の魅力を再認識

し、新たな新潟を切り拓く契機とすることを目的に開催

する講演会。

新潟エンジン02実行委

員会
朱鷺メッセ

第15回日本語スピーチコンテスト

in Niigata

日本全国から出場者を募り、国内に在住する8カ国16名

の外国人がスピーカーとして参加。また、スピーチと合

わせ、多文化共生社会を目指したオリジナルショートス

トーリーを上映し、問題提起の場ともなった。

NSGカレッジリーグ朱鷺メッセ

開港150周年記念　新潟港から佐

渡へ

新潟美人100人会議

湊町にいがたと新潟美人について考えるフォーラム。 新潟美人実行委員会佐渡汽船フェリー内

新潟シティマラソン2018

新潟市の観光名所などを巡るコースで開催。国内外から

12,000人を超えるランナーが参加する新潟の一大スポー

ツイベント。

新潟市・実行委員会ほ

か
デンカビッグスワンスタジア

ム発、市陸上競技場着

新潟湊町物語

多くの方に「湊町新潟の歴史と文化」に関心を持ってい

ただくことを目的に、中央区自治協議会の提案事業とし

て、古町界隈において、「湊町」新潟が育んだモノ・コ

トを体験・体感できるイベントを開催。

中央区自治協議会古町界隈

風と大地のめぐみ

～南区凧フェスティバル＆産業ま

つり～

南区の魅力である凧や農産物、特産品をさまざまな催し

を通して広く紹介することで交流人口の拡大を図るとと

もに、地元の方々に地元の魅力を再認識してもらうこと

※で地域の活性化を図ることを目的に開催。 中止

風と大地のめぐみ実行

委員会
白根総合公園、白根学習館

開港150年　にいがたの黎明
北前船寄港地としての繁栄、開港5港に選ばれた歴史な

ど、その道の研究者の連続講座（4回）。
新潟国際情報大学新潟国際情報大学

中央キャンパス講堂

新潟うまさぎっしり博 in JRA新潟

競馬場

県内外からの誘客を促進するため、新潟県内及び山形・

“ ” ※福島の特徴的な食を中心としたイベントを開催。 中

止

新潟うまさぎっしり博

実行委員会
JRA新潟競馬場

市場まつり
食育・花育の推進や地場農産物の消費拡大を図ることを

目的とした各種イベントを実施。
市場まつり実行委員会新潟市中央卸売市場

平成30年度デサント杯北信越クラ

ブバレーボール男女優勝大会及び

平成30年度東日本ブロッククラブ

バレーボール選手権大会

「東日本大震災復興を願い、今東北から新潟へ」を大会

テーマに、被災地で開催予定の大会を新潟県で開催し、

同時に北信越クラブ大会を併催して、元気づけ合い、東

日本各県の交流を深めることを目的として開催。

新潟県クラブバレー

ボール連盟
東総合スポーツセンター、新

潟市内体育館

新潟オクトーバーフェスト2018
新潟のクラフトビールを通じて豊かな食の新潟と出会う

喜びを提供。

新潟オクトーバーフェ

スト実行委員会
古町七番町ふるまちモール7

内
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2018年度　イベント 内　容 実施主体

10月18日

10月20日～10月21日

10月20日～10月21日

10月21日

10月28日

10月30日

10月30日～11月11日

11月1日～11月4日

11月1日～2月8日

11月3日～11月4日

11月3日～2月16日

11月10日～11月11日

11月11日～11月25日

11月17日～11月18日

11月18日

平成30年度下期西新潟オープンカ

レッジ教養学部

伊東祐之新潟市歴史博物館長を講師に、一般市民対象の

教養講座を開催。

西新潟オープンカレッ

ジ
小針青山公民館

とき・ところ

新潟港開港150周年記念インフラ

ツーリズム

未来の建設産業を支える学生を対象に、開港から太平洋

戦争末期の危機、新潟地震からの復興など、新潟港の歴

史や役割を知ってもらう。山の下閘門排水機場等の全国

的にも珍しい周辺施設を含め、新潟港の施設を見学。

公益社団法人日本技術

士会北陸本部
新潟港内

大河の感謝祭in信濃川

鮭をメインとした新潟の多彩な川の恵みを市の食の魅力

としてPRし消費拡大を図るほか、市民と漁業関係者との

交流機会を創出。

信濃川漁業協同組合信濃川漁業協同組合（江南

区）

第4回Sea級グルメin佐渡大会

佐渡で水揚げされた海産物や地産地消される名産品を用

いて作られた「Sea級グルメ」の佐渡大会を開催し、み

なとの賑わいを創出した。

「オアシス2018秋・

冬」実行委員会
あいぽーと佐渡

がたふぇす

（にいがたアニメ・マンガフェス

ティバル）

古町・白山・万代地区を会場に、マンガ・アニメ関連イ

ベントを開催し、「マンガ・アニメのまちにいがた」

の魅力を発信。

にいがたアニメ・マン

ガフェスティバル実行

委員会

古町・白山・万代地区

佐渡鈍翁茶会・益田孝展

2018年が三井物産株式会社の創設者である旧相川町出身

の益田孝の生誕170周年にあたることから、益田「鈍

翁」の生涯を「史跡佐渡奉行所跡」において、佐渡鈍翁

茶会等を開催し顕彰活動を行った。

佐渡市佐渡市史跡佐渡奉行所跡

新潟らしい『おもてなし』と

は？」

－街の魅力再発見・もてなす心、

極意を達人に学ぶ－

4回の異なるテーマを異なる講師が行う連続講座を開

催。
新潟国際情報大学新潟国際情報大学

中央キャンパス講堂

全国ねぎサミット2018inにいがた

農業経営の安定化に資するため「ねぎ」をテーマに全国

の産地が一堂に会し、農産物や地域の魅力などを発信。

産地持ち回りで第9回の2018年は新潟市で初開催。全国

16府県から22のねぎ産地が参加。

新潟市万代シテイ

第67回新潟市観光写真コンクール

新潟市の魅力発見をテーマに、四季折々の名所・風景・

まつりなどの写真を募集、選出。また、入賞作品は無料

で貸し出し、紙媒体・WEB上での利用により新潟の魅力

を広くPR。

公益財団法人新潟観光

コンベンション協会

灯台記念日展示会

「灯台記念日」は明治元年から数え今年で150周年。11

月1日の「灯台記念日」にあたり灯台パネル等の展示会

を実施。

第九管区海上保安本部新潟県立自然科学館

新潟県立文書館特別企画展
幕末から明治維新を経て開港までを文書館所蔵の歴史資

料で紹介。
新潟県立文書館新潟県立文書館

新潟開港150周年記念ジェット

フォイルドック見学会

普段は見ることができないドック作業中のジェットフォ

イルの様子、及び立ち入り不可のジェットフォイルドッ

クを特別に見学者に開放。

佐渡汽船株式会社ジェットフォイルドック

東区市民劇団座・未来公演

「ポンコツ港の水滸伝」

東区の市民劇団座・未来による、新潟港を舞台にした

演劇公演。
新潟市東区プラザ

演劇みなと女一揆

～廓に生きた女たちご案内帳～

みなとまち新潟の遊廓に暮らした無名の女性達の暮らし

や日常背景を女性の視点で探る演劇。
劇団blueジーンズ万代市民会館ほか

リノベーションEXPO2018iｎ新潟

「多様なニーズに対応できるリフォームリノベーション

市場の整備」の実現にむけ、本事業を通してリノベー

ション住宅の普及を図り、既存住宅の流通活性化・空き

家の有効活用・発生抑制に寄与。

一般社団法人リノベー

ション協議会信越北

陸部会

万代島多目的広場
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2018年度　イベント 内　容 実施主体

11月19日

11月22日～11月23日

11月28日

11月30日

12月1日

12月1日

12月1日～2月11日

12月7日～1月31日

12月15日

12月15日～12月26日

12月16日～3月31日

12月18日～2月11日

12月20日

12月25日

1月1日～1月2日

とき・ところ

歴史講座「古資料が語る新潟の歴

史」特別講座

歴史講座「古資料が語る新潟の歴史」特別編を開催。開

港の歴史的意義を紹介するとともに、開港と関わりが深

い「白山公園」の魅力と価値を紹介。

新潟市万代市民会館

北前船ザンブリコ新潟公演

日本遺産に認定された北前船の歴史的価値や魅力につい

て年代を問わず広く知ってもらうため、ミュージカル公

演を行った。

新潟市新潟市民芸術文化会館

新潟市若手料理人コンテスト2018

35歳以下の市内料理人を対象とした料理コンテスト。新

潟市の食・食文化の魅力発信を担う優秀な人材の発掘・

育成を目的として開催。

新潟市新潟市食育・花育センター

ル レクチエ解禁記念試食＆即売

会

11/21のル レクチエ解禁日に伴い、江南区の若手農家が

集い試食＆即売会をギフトショップハクシン竹尾本店で

開催。江南区産AGNET新潟自慢のルレクチエをラジオ

や対面販売で幅広く宣伝した。

アグネット新潟ギフトショップハクシン竹尾

本店

日本船主協会　出前授業　および

日本海エル・エヌ・ジー 新潟

LNG基地見学会

日和山小学校5年生を対象に、生活に欠かせない電気や

ガスの原料となるLNGが外国から船で運ばれてくること

を授業で説明し、実際にLNGがどのように届けられるか

をLNG基地及び荷役中のLNG船で見学。

一般社団法人日本船主

協会
日和山小学校、日本海エル・

エヌ・ジー株式会社新潟基地

図画コンクール入賞作品の展示
毎年開催している「未来に残そう青い海・海上保安庁図

画コンクール」入賞作品を商業施設等で展示。
第九管区海上保安本部新潟ふるさと村

レーシングカート無料体験
クルマをドライビングする魅力を伝えるため、レーシン

グカート体験を実施。

専門学校　新潟国際自

動車大学校
万代島多目的広場

NIIGATA光のページェント

新潟駅南口のけやき通りで、約200本のけやきを26万個

のイルミネーションで彩る新潟の冬の風物詩といえるイ

ベント。

NIIGATA光のページェ

ント実行委員会
新潟駅南口広場、けやき通り

ボランティア企画

「小澤家とみなと」展
「小澤家と湊」をテーマに企画展を開催。 旧小澤家住宅旧小澤家住宅

ニッポンたからものプロジェクト

－日本遺産×Live Art－

2019年1月1日に迎える開港150周年の1か月前イベント

として、北前船の興隆とともに培われてきた文化的進化

にあらためて光をあて、伝統から現代へ続く新潟の「踊

りの文化」を祝福。

文化庁・公益社団法人

日本芸能実演家団体協

議会（芸団協）

燕喜館

2019年お正月バイキング

顧客様や帰省されるご家族様へイタリア軒特製料理を

「お正月ファミリーバイキング」としてお楽しみいただ

いた。

ホテルイタリア軒ホテルイタリア軒

郷土にいがたの響きVol.2

新潟出身の演奏者によるコンサート、並びに新潟の米菓

が生産量日本一になるまで関わった研究者(生産者)の講

演を通して郷土にいがたに誇りを持てるようにと開催し

た。

開港150周年郷土にいが

た実行委員会
東区プラザ

2階ホール

クルーズライター上田 寿美子 講

演会 ＆ 2019年新潟港発着クルー

ズ商品説明会

「マツコの知らない世界」出演で人気沸騰、クルーズラ

イター上田寿美子さんから、船旅の魅力や達人ならでは

の楽しみ方などとっておきのお話を伺った。併せて2019

年の新潟港発着クルーズの紹介、抽選会も開催。

株式会社ケー・オー・

ケー・ケー

ハミングツアー

新潟県民会館

新潟開港と町人たち　古地図と文

書は語る

開港直前の新潟を描いた地図類とそこから見えてくる新

潟を支えた町人たちの姿を紹介。
旧齋藤家別邸旧齋藤家別邸

第12.5回萬代橋サンセットカフェ 新潟初、冬を楽しむ、コタツと焚き火のできる店。
新潟オープンカフェ推

進実行委員会・新潟市
万代島多目的広場
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2018年度　イベント 内　容 実施主体

1月1日～3月31日

1月12日

1月12日

1月12日～3月17日

1月12日～3月24日

1月26日

1月26日

2月1日～3月10日

2月3日

2月9日～2月11日

2月24日

2月27日

3月1日～3月31日

3月6日～3月17日

3月10日

旧新潟税関庁舎と史跡展

旧新潟税関庁舎の整備工事の竣工を記念し、工事の内容

や重要文化財・史跡としての価値、またその特色を紹

介。

新潟市歴史博物館旧新潟税関庁舎

新潟開港150周年記念商品販売

旧新潟税関庁舎の再公開を機に、博物館本館1階の物販

スペースで、150周年を記念して制作された商品の紹

介・販売を行った。

みなとぴあボランティ

ア・新潟市歴史博物館
新潟市歴史博物館

よんなな新潟会

新潟県内やその他の地域で様々な活動をされている人的

リソース（人財）をつなげることと、そこからの創発を

目的とした勉強会。ゲストによる講演のほかゲストと参

加者による交流会も実施し、多くの交流が生まれた。

よんなな新潟会万代市民会館

みなとオアシス新潟CARD＋（プ

ラス）

新潟西港内に点在するみなとオアシス新潟の各施設の

カードを発行した。

NPO法人新潟みなとク

ラブ
みなとタワー、朱鷺メッセ、

新潟市歴史博物館ほか

とき・ところ

新潟市立中央図書館友の会講演

会

講演会「新潟湊町を支えた花街―食と芸―」講師：伊東
祐之氏（新潟市歴史博物館館長）

中央図書館で活動しているボランティア団体が、会員と

市民に向けた講座

新潟市中央図書館新潟市立中央図書館

万代島多目的広場オープン１周年

記念

万代島多目的広場を、より多くの方に知ってもらい、来

て、見て、さらには使ってもらうため、SNSを活用した

モニター利用者募集と、誰でも自由に飲食や宴会が楽し

める大空間「春のうたげ」を用意。

新潟市万代島多目的広場

フランス語スピーチコンテスト

国際理解・多文化理解促進事業の一つとして、フランス

語学習者の日頃の成果を発表する機会を提供するととも

に、学習者同士のコミュニケ―ションの機会を提供。

公益財団法人新潟市国

際交流協会
生涯学習センター

沼垂テラス商店街・出張昼市in

メディアシップ

朝市で賑わう「沼垂テラス商店街」の雰囲気を伝える出

張イベント「昼市」をメディアシップで開催。市内外か

ら計18店舗が1階みなと広場に集合し、子どもから大人

まで会話や買い物を楽しんだ。

株式会社新潟日報社新潟日報メディアシップ

東郷青児記念損保ジャパン日本興

亜美術館収蔵東郷青児展

東郷絵画の変遷を辿る約80作品と共に、書籍の装幀や洋

菓子店の包装紙などの「デザインの仕事」、エッセイや

短編小説などの「言葉の仕事」も併せて紹介し、東郷芸

術の全体像をご覧いただいた。

新潟市美術館新潟市美術館

にいがた市民大学特別講座湊町

文化の華「古町芸妓」

新潟市の華やかな湊町文化を市民共通の財産として学ぶ

特別講座。同文化を象徴する古町花街、その華である芸

妓について、日本舞踊・市山流家元による指導や柳都振

興株式会社の取り組み、貴重な街並などを通して学習。

新潟市生涯学習センター

あたりまえに旬の食を自由に楽し

む「湊町・新潟ふるまち旬食楽

座」

北前船海運や河川舟運の恩恵は、「海、山、里の旬の食

材」「日本文化を大切にしたおもてなし」を育んだ。こ

れらを大切に引きつぐ花街エリアの飲食店が、各店自慢

の逸品飲食を節句節季で限定提供。

旬食楽座会（新潟古町

まちづくり株式会社

内）

古町花街エリア13店舗（古町

通、東堀通、西堀前通）

新潟開港150周年記念特別講演会

著名な講師を招き、人生経験や理念などを聴くことで、

今後の経営やまちづくりなどに役立ててもらうととも

に、参加者をまちなかへ呼び込むことで、交流人口の拡

大と賑わいの創出を図った。

新潟商工会議所新潟日報メディアシップ

新潟市遺跡発掘調査速報会2018

最新の調査成果を一般市民に公開する機会は少なく、遺

跡発掘調査速報会を通じて分かりやすく紹介し、市民に

埋蔵文化財について身近に感じていただいた。

新潟市新潟市民プラザ

にいがた冬食の陣（当日座）

みなとまち新潟の食の一大イベント。古町通5･6･7番

町、万代シテイ、新潟ふるさと村の各会場にテントが立

ち並び、あったか鍋やご当地グルメなど、新潟のうまさ

を提供。

食の陣実行委員会古町通5･6･7番町、万代シテ

イ、新潟ふるさと村

国道8号白根バイパス全線開通記

念イベント

新潟国道事務所が整備を進める国道8号白根バイパスの

うち、保坂～鯵潟間の延長2.0kmが開通し、バイパス全

線の延長5.9kmが暫定2車線でつながる。開通日に、記念

イベントやウォーキングを開催。

同実行委員会国道8号白根バイパス（南区

鯵潟地内）
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2018年度　イベント 内　容 実施主体

3月10日

3月12日

3月15日～3月30日

3月15日～3月30日

3月16日

3月18日～3月24日

3月22日

3月23日

3月23日～3月24日

「湊町・新潟ふるまち」 誕生364

周年企画展および発表会

江戸時代から続く「湊町・新潟ふるまち」の歴史を、時

代別に歴史パネルや江戸元禄期の復元ＣＧなど動画で紹

介。初日に発表会を開催。（関連開催：シンポジウム、

まちなかクイズラリー）

新潟中心商店街協同組

合
NEXT21アトリウム、古町5

～9、柾谷小路商店街

第42回防衛問題セミナー

文化、産業面と安全保障面の視点が交差する日本海に焦

点を当てた防衛問題セミナーを開催し、日本海の持つ価

値と重要性について皆様に再認識いただき、日本海を防

衛する重要性及び自衛隊の活動について理解を得た。

北関東防衛局新潟県民会館

郷土芸能祭、加茂湖カキ祭り

郷土芸能の披露や佐渡島の地元食材を使用した郷土料理

を提供。同時に「カキ祭り」を開催して、みなとの賑わ

いを創出した。

「オアシス2019春」実

行委員会
佐渡市おんでこドーム

とき・ところ

早春のまち歩きと工場見学
昭和初期から続く山の下市場をはじめ、新潟西港山の下

埠頭周辺を地域の歴史を交えながらまち歩きを実施。
新潟市東区山の下エリア

【開港150周年記念】日ロ歴史交

流フォーラム2019

「写真が繋ぐ日ロ交流講演会」

1998年NHK「なっちゃんの写真館」ゆかりの徳島・立

木写真館の立木さとみ氏の講演。市民と捕虜の暖かい交

流をテーマに日ロ友好交流の広がりを語っていただい

た。

開港150周年記念　日ロ

歴史交流フォーラム

2019実行委員会

生涯学習センター

春の感謝祭り

贈答品イメージのある当社の商品を特別価格で提供した

り、惣菜品を充実させ、加島屋の味を広く知っていただ

くためのイベント。新潟港と浅からぬ縁がある当社で

は、この機会に開港150周年に協賛・協力。

株式会社加島屋新潟加島屋本店

新潟アサヒアレックスアイスア

リーナ周年イベント

トップフィギュアスケーターの演技発表会等を通じて

トップアスリートの技術に触れる機会を提供。市民が氷

上スポーツを行うきっかけづくりとして、フィギュア、

カーリング、アイスホッケーなどの体験会等を実施。

アイスアリーナイベン

ト実行委員会
新潟アサヒアレックス

アイスアリーナ

「湊町・新潟ふるまち」まちなか

歴史クイズラリー

江戸時代から続く「湊町・新潟ふるまち」について、知

られざるエピソードや歴史を、古町の魅力づくりの取組

みとして、クイズ形式で楽しむイベントを開催。

新潟中心商店街協同組

合（共催：新潟商工会

議所、新潟古町まちづ

くり株式会社）

NEXT21アトリウム、古町5

～9番町

みなとまち新潟の社会史

－湊町から港湾都市－

平成30年9月22日に日本港湾史の研究者 吉田秀樹氏を招

いたセミナーを開催。12月には書籍「みなとまち新潟の

社会史」をテキストとする全5回の市民講座を開講。

新潟都市圏大学連合

新潟青陵大学

オランダ国立公文書館所蔵資料に

よる開港期の新潟の研究

これまで全く研究が及んでいなかった、オランダ国立公

文書館所蔵の文書群の調査を行い開港期の新潟に関わる

文書のリストを作成、HPで公開し、『新潟史学」『新

潟県立歴史博物館紀要』に論文発表を行った。

新潟県立歴史博物館

西田 泰民

在新潟ドイツ領事館及び領事ライ

スナーに関する考察

開港まもなく設けられたドイツ領事館の設置経緯及び活

動実態を明らかにし、同領事館の領事をつとめたライス

ナーの足跡をたどる研究誌及びパンフレットを刊行。

新潟県立近代美術館

青柳正俊

― ―人物研究新潟の開港と発展

近代新潟の歴史の上で重要な、鈴木長蔵・本間新作・八

木朋直・桜井市作らに関する歴史資料の調査・研究を行

い、その成果を新潟日報カルチャースクールの講座「近

代新潟の発展 4人の偉人たち」(全4回)で公表。

国立大学法人 新潟大学

（人文学部　中村

元）

スペシャルえんでこ

歴史や文化の薫るポイントを巡る「まち歩き」イベント

を実施。スペシャル版としてウォーターシャトルでの船

上まち歩きも実施。

新潟市・新潟シティガ

イド
中央区内

新潟開港と北越戦争の動態に関す

る実証研究

新潟開港時の通商の推移が北越戦争における軍事行動に

及ぼした影響について政治地理学的手法により解明。交

易と列藩同盟－新政府軍間の戦闘行動に関するデータを

構築し、両者の関係を統計解析等の手法を用いて分析。

新潟県立大学国際地域

学部　窪田　悠一

新潟に初めて西洋医学をもたらし

た5 人の外国人医師たちの顕彰

新潟に初めて西洋医学をもたらした5人の外国人医師た

ちの物語(ガイドブックを作成）。

新潟中央短期大学

村木　薫
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2018年度　イベント 内　容 実施主体

千体仏寄進者から見える、みなと

まち新潟の調査

明治期に寄進された「黄金の千体仏」と、国文化財「模

型和船」を調査した。新たな船名の発見。「庄内屋し

ん」等新潟市史に名を残した人物を確認した。研究発表

を行い、調査写真集を図書館に収蔵した。

千体仏を守る会

日本海沿岸地域における近世港町

の成立経緯と都市形態

―東北・北陸地方を対象として―

近世港町の成立経緯と都市形態及び地形との関係性につ

いて研究調査を行った。日本海側特有の諸条件の元に成

立・発展を遂げた港町を比較分析、新潟の近世港町とし

ての特徴を詳細に把握し、全国的な位置づけを検討。

新潟大学都市計画研究

室岡崎篤行

とき・ところ

2019年度　イベント 内　容 実施主体

4月1日～4月30日

4月1日～12月31日

4月1日～12月31日

4月1日～12月31日

4月1日～12月31日

4月1日～12月31日

4月1日～12月31日

4月1日～1月

4月1日～3月1日

4月1日～3月31日

4月1日～3月31日

とき・ところ

あたりまえに旬の食を自由に楽し

む「湊町・新潟ふるまち旬食楽

座」

北前船海運や河川舟運の恩恵は、「海、山、里の旬の食

材」「日本文化を大切にしたおもてなし」を育んだ。こ

れらを大切に引きつぐ花街エリアの飲食店が、各店自慢

の逸品飲食を節句節季で限定提供。

旬食楽座会（新潟古町

まちづくり株式会社

内）

古町花街エリア13店舗（古町

通、東堀通、西堀前通）

ギャラリー喫茶同舟庵

新潟開港150周年記念の特別コンサートを実施。会場で

は2階ギャラリーで新潟港の歴史および灯台の歴史の写

真を展示。

ギャラリー喫茶同舟庵ギャラリー喫茶同舟庵

新潟とやの湖桜まつり

新潟市内最大の桜の名所である鳥屋野潟周辺で春を呼ぶ

催し、「とやの湖桜まつり」。メインステージとなる

「にいがたカナール彩」では、花見茶屋や各種ステージ

など、子どもから大人まで楽しめるイベントを開催。

新潟市駅南まつり協賛

会
鳥屋野潟

新潟開港150周年記念展示
2019年の新潟開港150周年を記念し、明治・大正・昭和

初期の新潟港をイメージできる画像を展示。
ホテル日航新潟ホテル日航新潟

新潟不定期クルーズ

新潟市川岸町信濃川河川マリーナを起点に、新潟ふるさ

と村から新潟西港港内を運行する信濃川遊覧。および、

新潟港西区西突堤灯台を起点とした約10海里(18.52km)

の海域を運行する海上クルーズ。

新潟不定期クルーズ新潟ふるさと村～新潟西港沖

古町花街の町並み保全
・古町花街マップの制作・配布

・歴史まちづくり法のシンポジウム開催(2019年6月9日)
新潟まち遺産の会

火力発電所見学会
社員がアテンドし県内の小・中学校を発電所（発電工

場）へ案内する施設見学会。

東北電力株式会社新潟

支店、各事業所
東北電力株式会社新潟火力

発電所、東新潟火力発電所

出前電気教室 社員が新潟市内の学校へ出向いて実施する電気教室。
東北電力株式会社

新潟支店
新潟県内

文化財センター企画展
新潟市内8区の遺跡の紹介を主なテーマとする企画展を

開催。
新潟市新潟市文化財センター

まちごと美術館cotocoto
新潟MOSごと美術館・バスなか美術館・そらの美術館な

どで広く周知した。
株式会社バウハウス新潟県内各所、一部東京都

ゆきぐに湊と仲間たちのイラスト

カードを集めよう

（カードラリーキャンペーン）

みなとオアシス新潟の登録施設をアピールするため、ゆ

きぐに湊のイラストカードを活用したカードラリーを実

施した。

NPO法人新潟みなとク

ラブ
みなとオアシス新潟
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2019年度　イベント 内　容 実施主体

4月1日～

4月5日～4月15日

4月6日～7月6日

4月7日～11月3日

4月10日～4月15日

4月12日

4月12日

4月12日～4月25日

4月13日

4月13日

4月14日

4月19日～6月30日

4月20日

4月20日

4月20日～11月30日

桜の花見会場開放 構内にある桜の花見会場を開放。
東北電力株式会社

新潟火力発電所
東北電力株式会社　新潟火力

発電所構内

古町柳都カフェ

稽古着姿の古町芸妓による飲物等のサービスと毎週土曜

日の芸妓の舞の鑑賞等、気軽に新潟花街の雰囲気を体験

できる機会を提供。その他中学・高校生等の校外学習等

の受入も実施した。

新潟三業協同組合古町柳都カフェ

とき・ところ

信濃川お花見クルーズ
桜の開花期に信濃川ウォーターシャトルに乗船し信濃川

河口部を周遊（会員向け）。
新潟商工会議所信濃川河口

大野町まち歩き

「～春うらら～大野町商店街と中

ノ口川河畔をめぐる」

かつて、川湊として栄えた西区大野町の商店街や中ノ口

川河畔を巡り、対岸の桜遊歩道公園の桜を楽しむまち歩

きを実施。

新潟市西区内

みなとオアシスSea級グルメ北陸

大会 in 新潟三越

北陸地方のみなとオアシスのネットワークを活用した、

北陸地方のSea級グルメが味わえる食のイベント。

新潟三越・北陸みなと

オアシスネットワーク

（事務局：北陸地方整

備局港湾空港部）

新潟三越

沼垂テラス商店街・朝市

2015年4月に誕生した「沼垂テラス商店街」。昔ながら

の長屋を活かした建物に、アクセサリーショップやコー

ヒースタンドなど約25店舗が軒を連ねるほか、地域の空

き家を活用したサテライト店が3店舗揃う。

沼垂テラス商店街沼垂テラス商店街

新潟花街茶屋ーおもてなし文化の

体験

古町芸妓の舞とお座敷遊びを気軽に体験できるイベント

を期間中の土曜日を中心に開催。

公益財団法人新潟観光

コンベンション協会
旧齋藤家別邸

レストランバス 2019

食と農、歴史や文化など地域の魅力を体験する「ガスト

ロノミーツーリズム」の一環としてレストランバスを活

用したツアー。新潟開港150周年を記念し「みなとまち

コース」を実施。

新潟市新潟市内

第15回みなとぴあ　堀とさくらの

コンサート2019

さまざまな団体が参加して曲目を披露。吹奏楽をはじ

め、バラエティに富んだ演奏により幅広い年齢層が楽し

んだ。

新潟下町をよくする会新潟市歴史博物館

旧新潟税関庁舎リニューアルオー

プンイベント

旧新潟税関庁舎の改修工事の終了に合わせ、同庁舎内で

の税関展示室の開設、カスタム君、麻薬探知犬などによ

る税関PRのイベント。税関職員による新潟税関の歴史解

説、監視艇「つばさ」の乗船見学などを実施。

東京税関旧新潟税関庁舎

ボランティアフェスティバル2019

春

ボランティアが中心となって、ガイドツアーや旧新潟税

関庁舎塔屋の見学会、文化財の建物を利用した旧税関カ

フェ、体験プログラムなどを実施。

みなとぴあボランティ

ア・新潟市歴史博物館
新潟市歴史博物館

2019年萬代橋チューリップフェス

ティバル

新潟駅から新潟市のシンボル萬代橋西詰までを市民が育

てたチューリップで彩り、春の訪れを喜び合うイベン

ト。フェスティバル初日には、オープニングセレモニー

を開催。

新潟市新潟駅から萬代橋西詰

佐渡汽船歴代就航船舶の模型展示
歴代就航船舶の模型を入替制で新潟港万代島ターミナル

8階に展示した。
佐渡汽船株式会社新潟港万代島ターミナル8階

花の川

にいがた花絵プロジェクトに参加。4施設がそれぞれ特

色を活かした花絵を作成し展示。スタンプラリーに参加

すると素敵な景品をプレゼント。

花の川実行委員会万代シテイ､NST､メディア

シップ､朱鷺メッセ

ドイツ領事館記念碑建立（除幕

式）

1869年9月から1882年7月まで設置されていたドイツ領

事館跡に記念碑を建立。
新潟日独協会中央区下大川前通3ノ町
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2019年度　イベント 内　容 実施主体

4月20日～1月13日

4月21日

4月21日～12月22日

4月26日

4月27日～5月5日

4月27日～6月2日

4月27日～6月23日

4月27日～6月23日

4月29日

4月29日～5月2日

5月2日

5月3日～5月5日

5月4日～5月5日

5月6日

5月16日～5月23日

アース・セレブレーション2019

文化も国籍も違う様々な人たちが交わり繋がっていく

「ｱーｽ･ｾﾚﾌ゙ﾚーｼｮﾝ」を核に、各地域の歴史・自然・文化

など、島の風土を感じてもらう「響く島。SADO」ﾌ゚ﾛ

ｼ゙ｪｸﾄの様々なﾌ゚ﾛｸ゙ﾗﾑで島全体を盛り上げた。

ｱーｽ･ｾﾚﾌ゙ﾚーｼｮﾝ実行委

員会（佐渡市・鼓童文

化財団・さどの島銀河

芸術祭実行委員会）

小木みなと公園ほか

とき・ところ

港町新潟の繁栄と文化展

江戸時代の北前船から明治の開港など、船がもたらし、

港町新潟で花開いた文化・芸術、交易の記録史料などを

展示。

旧齋藤家別邸旧齋藤家別邸

春の新潟・音楽ウィーク2019

りゅーとぴあを主会場に、誰もが気軽にクラシック音楽

を楽しむことができる音楽祭。新潟市ゆかりのプロの演

奏家による多彩な公演のほか、地元演奏家による無料の

ロビーコンサート等。

春の新潟・音楽ウィー

ク開催実行委員会
新潟市民芸術文化会館

新潟市サポーターズ・グランド

パーティ

中原市長と青島会長のトークバトルでは、新潟開港150

周年に触れ、また、会場ではPRブースにおいて、開港

150周年記念品を配布するなど、新潟の地酒や料理を囲

む交流会や抽選会を実施。

新潟市サポーターズ倶

楽部
日本都市センターホテル

オープントップ“宙バス”による
「みなとまち新潟」周遊バスの運

行

期間中の土日祝日に運行。開放感のあるバスで「街の息

吹を最大限に感じてもらう」体験をコンセプトに、3か

月毎に内容を変え、短時間で市内を回るコースや食事付

きコースなどＤＣ企画も含め計18コースを設定。

株式会社ケー・オー・

ケー・ケー

ハミングツアー

新潟市内各所

佐渡トキマラソン2019

プロランニングコーチの金哲彦氏が監修した、佐渡の自

然とマラソンの醍醐味を満喫できるコースでマラソン大

会を開催。

佐渡トキマラソン実行

委員会
佐渡市おんでこドーム発着

日本海デイクルーズ
美しい海岸線を見ながら、一日限りのクルーズ体験。

「らいらっく」乗船。

新日本海フェリー株式

会社新潟支店
新潟港発着

にいがた花絵プロジェクト2019

メイン花絵

球根育成のため捨てられてしまうチューリップの花を使

用して花絵を制作するイベント。2019年は「Ｇ20新潟農

業大臣会合」開催記念として「おいしい」をテーマに花

絵を作成した。

にいがた花絵プロジェ

クト実行委員会
新潟駅南口広場

にいがたカナール彩

新潟県立スポーツ公園で、「NIIGATAスプリングフェス

ティバル」と「新潟県都市緑花フェア」を同時開催。と

やの潟けんこうウォーク、HIPHOPダンスコンテスト、

カヌー試乗会など。

新潟市駅南まつり協賛

会、NIIGATAスプリン

グフェスティバル実行

委員会

中央区清五郎(カナール周辺)

川と海が出会うまち、新潟

信濃川が日本海に注ぐ河口のまち新潟は、北前船の交易

や開港地として栄えた町である。新潟開港150年を迎え

た今、近代の文化の香り残る西大畑・旭町の５つの施設

が連携しながら新潟の文化力を紹介。

西大畑旭町文化施設協

議会
NSG美術館、砂丘館、安吾風の

館、北方文化博物館新潟分館、旧

齋藤家別邸

新潟開港150周年

「船を造る人々」 渡辺富栄

展

造船所で働く人々を描き続けている新潟市在住の日本画

家、渡辺富栄氏の大型作品約30点を展示。1,000名を超

える方々が来館。

NSG美術館NSG美術館

マリンピア日本海南極の氷展示

昨年新潟東港へ寄港した砕氷艦しらせが南極観測から持

ち帰った南極の氷をマリンピア日本海で展示し、自衛隊

への理解向上と150周年事業の盛会に寄与。

自衛隊新潟地方協力本

部
マリンピア日本海

新潟下町・早川堀通り第14回つつ

じ祭り

にいがたみなとの情緒あふれる早川堀通り周辺をはじめ

とした下町の賑わい創出を目的として、ステージイベン

トやフリーマーケット、飲食販売等を行った。

新潟下町・早川堀通り

つつじ祭り実行委員会
中央区西湊町通3ノ町周辺

第９回うんめぇもん港まちグ

ルメフェスタ2019

今年で9回目となるＧＷ企画。毎年いろいろな地域の“う
んめぇもん”を集めたファミリー向けのグルメイベン
ト。今年は、新潟開港150周年を記念して5つの港町グル

メを楽しめるバイキング。

株式会社東映ホテル

チェーン新潟東映ホ

テル

新潟東映ホテル１階白鳥の

間

信濃川感謝祭2019 やすらぎ堤川

まつり

こいのぼりの掲揚、体験乗船（有料）やフリーマーケッ

ト、降雨体験車など家族で楽しめるイベントを開催。

信濃川フェスティバル

実行委員会
信濃川やすらぎ堤右岸・ＮＳ

Ｔ
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2019年度　イベント 内　容 実施主体

5月18日～11月2日

5月19日

5月19日～7月28日

5月19日～9月9日

5月24日～2月9日

5月25日～5月26日

5月25日～6月1日

5月25日～7月21日

5月25日～11月23日

5月26日

5月26日

5月26日

5月27日～6月9日

5月31日～6月7日

5月

とき・ところ

にいがた食の陣
新潟のうまさを味わう、春・夏・秋・冬の年4回のイベ

ント。

にいがた食の陣実行委

員会
万代シテイ・古町ほか

白山公園写真コンテスト
白山応援空中庭園内で撮影した、空中庭園の魅力を高め

る写真を募集し、優秀作品を表彰。

公益財団法人新潟市開

発公社
白山公園空中庭園

新潟市早起き野球大会

市民が積極的にスポーツに親しみ、スポーツ振興と相互

の親睦を図ることにより、豊かな社会生活に寄与するこ

とを目的に開催。

新潟市早起き野球大会

実行委員会
鳥屋野運動公園野球場ほか

2019佐渡ロングライド210

佐渡の自然をフルに活用したサイクリングイベントで、

走行距離210kmの佐渡1周コースや半周コースなど５種

類のコースを設定して開催。

佐渡ロングライド実行

委員会
佐渡市内全域

えんでこー中央区まち歩きー

中央区の地域資源に対し、市民（特に区民）が関心を深

め、シビックプライドの涵養につなげるために、新潟シ

ティガイドによる解説付まち歩き（えんでこ）や提案型

によるまち歩きを実施。

新潟市中央区内

佐渡國鬼太鼓どっとこむ

「佐渡おけさ」「鬼太鼓」を代表とする佐渡の郷土芸能

が一堂に会し、島グルメとあわせて楽しむことができる

人気イベント。

佐渡國鬼太鼓どっとこ

む実行委員会
佐渡市おんでこドーム

湊まち新潟歴史ウォーク2019

新潟港の魅力を知り関心を深めて頂くため、現存する港

に関わる歴史的、文化的施設などを探訪する。募集定員

は40名で春から秋にかけて月一回のペースで6回の

ウォークを楽しみ、最後に意見交換等を行った。

NPO法人新潟みなとク

ラブ
新潟西港周辺

粟島・新潟航路就航イベント

昭和49年まで運航していた新潟港と粟島港を結ぶ「粟

島・新潟航路」を期間限定で復活させた。17日間高速船

を運航。乗船者は、通常見ることができない港湾・海上

景色を見ながらの船旅を満喫できた。

粟島浦村新潟市・粟島浦村

水道週間行事

水道についての理解を深めるため、毎年6月1日から6月7

日までを水道週間とし、全国で様々なイベントが開催さ

れる。新潟市でも、利き水大会などの各種イベント、浄

水場の開放などを実施。

新潟市信濃川浄水場、

イオンモール新潟南

FOOD SONIC 2019 in 新潟

supported by SUNTORY The

PREMIUM MALT'S

普段は予約がいっぱいでなかなか味わえない和・洋・中

の人気店の美食を堪能しながら、アーティストライブや

トークショーも楽しめるイベント。

株式会社新潟テレビ21万代島多目的広場

らららピクニック
いつものやすらぎ堤に、楽しい遊び場を設置。ピクニッ

※クを自由に楽しむイベント。 中止
新潟ピクニッククラブ信濃川やすらぎ堤左岸

にいがた国際映画祭

「映画を通じて、多文化共生・異文化理解を進める」こ

とを目的として、新潟では目に触れることの少ない世界

各国の作品を中心に上映。

にいがた国際映画祭

実行委員会
生涯学習センター、

シネ・ウインド

環境保全パネル展示
海洋環境保全推進月間（6月）に新潟ふるさと村等で環

境パネル展を実施。
新潟海上保安部新潟ふるさと村

みなとぴあ博物館講座

「明治期の小学校教育」
明治期の小学校教育について紹介する講座を開催。 新潟市新潟市歴史博物館

HAPPYターン交流会
新潟市へUIJターンした人同士の親睦を深め、移住後の

生活をより充実したものにしていただくための交流会。

新潟市移住者応援有志

の会「ミチシルベ」
新潟市役所分館
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2019年度　イベント 内　容 実施主体

6月1日～9月29日

6月2日

6月2日

6月2日

6月5日～6月9日

6月5日～6月9日

6月6日～6月10日

6月8日

6月8日

6月8日～6月9日

6月8日～7月28日

6月9日

6月9日

6月9日～7月20日

6月14日～9月7日

新潟レモンサワーの陣2019

全国的に話題となっているレモンサワーを脇役から主役

におき、地域の活性化を目指す。東京ラーメンショーin

新潟と同会場・同時開催することにより、より多くの方

にイベントを楽しんでいただいた。

株式会社ライブポート万代シテイ1階

よんなな新潟会“に”

新潟県内やその他の地域で様々な活動をされている人的

リソース（人財）をつなげることと、そこからの創発を

目的とした勉強会。ゲストによる講演のほかゲストと参

加者による交流会も実施し、多くの交流が生まれた。

よんなな新潟会“に”新潟日報メディアシップ

2階日報ホール

新潟シティライド

「スマートウエルネスシティ（健幸都市づくり）」を目

指して、健康維持・増進を図るとともに、壮大な越後平

野や日本海など風光明媚な新潟の魅力を再確認し、新潟

の食を堪能できるサイクリングイベント。

新潟シティライド実行

委員会
新潟市内8区

(新潟市陸上競技場発着）

郷土にいがたの響きvol.3
新潟出身者によるコンサート及び開港から150年の新潟

歴史の講演会を開催。

開港150周年郷土にいが

た実行委員会
東区プラザ

2階ホール

第13回萬代橋サンセットカフェ

2019年1月1日に新潟開港150周年を迎え、港湾エリアの

さらなる賑わい創出のために、万代テラスでオープンカ

フェを実施。

新潟オープンカフェ推

進実行委員会・新潟市
万代テラス

第10回にいがた湊まち歴史ウォー

ク

日本ウオーキング協会主催の「日本開国セブンハーバー

ズリーグ」として認定されているウオーキングイベン

ト。2日間開催。

NPO法人新潟県ウオー

キング協会
新潟市陸上競技場発着

白山公園空中庭園フェア

白山公園空中庭園でフリーマーケットや寄せ植え、ネイ

チャーゲームなどを行うことで空中庭園訪問の機会を増

やすとともに市民の緑化啓発につなげる。※雨天により
中止

公益財団法人新潟市開

発公社
白山公園空中庭園

真っ赤なトマトと豊栄イタリア

ン、米も大地も！自然の恵みバス

ツアー

トマトの収穫体験や豊栄のイタリアンランチを楽しむほ

か、福島潟や高森の大けやき、バラ園など雄大な自然を

満喫することができる。また、せんべいの手焼き体験を

するなど、自然の恵みを堪能できるバスツアー。

株式会社フリーウェイ

ツアー
北区内ほか

白根大凧合戦

信濃川の支流、中ノ口川を挟んだ東西から畳24枚分もあ

る大凧を揚げて空中で絡ませて川に落とし、相手の凧綱

が切れるまで引き合う世界最大スケールの凧合戦。

白根大凧合戦実行委員

会
中ノ口川堤防上

東京ラーメンショーin新潟

2019

日本最大級のラーメンイベント、東京ラーメンショー。

全国初の地方開催となった昨年に引き続き、2019年も新

潟で開催。

株式会社NST新潟総合

テレビ
万代シテイ

新潟市若手料理人コンテスト2019

35歳以下の市内料理人を対象とした料理コンテスト。新

潟市の食・食文化の魅力発信を担う優秀な人材の発掘・

育成を目的として開催。

新潟市万代シルバーホテル

市民サッカー大会
ワールドカップ開催決定を契機に、市民の健康づくりと

スポーツ振興を目的に開催する大会。

公益財団法人新潟市ス

ポーツ協会ほか
太夫浜球技場ほか

越後カブ主総会＆ほんでるずミー

ティングvol.2
125cc以下のミニバイクの展示、撮影会、交流会

越後カブ主総会＆ほん

でるず
万代島多目的広場

嫁入り船復活プロジェクト

小阿賀野川でかつておこなわれていた嫁入り船を再現

し、農村文化や歴史など地域の魅力を発信。また関連企

画として嫁入り船の往来風景をテーマに写真コンテスト

を開催。

横越コミュニティ協議

会
小阿賀野川満願寺～木津渡し場広場

船着き場～北方文化博物館

企画展「新潟発、古町鯛車ものが

たり」

新潟住吉まつりに起源をもつとされる郷土玩具「鯛車」

の企画展。伝統工芸品としての鯛車の造形美に迫るとと

もに、近年普及用に開発されたペーパークラフトによる

鯛車や由来や歴史についての資料も併せて展示。

ゆいぽーと（新潟市芸

術創造村・国際青少年

センター）

新潟市芸術創造村・国際青少

年センター2階

とき・ところ
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2019年度　イベント 内　容 実施主体

6月15日～6月16日

6月15日～8月24日

6月16日

6月16日

6月17日～7月22日

6月21日～6月23日

6月22日～6月23日

6月23日

6月24日～9月20日

6月28日～6月30日

6月28日～12月3日

6月29日～7月18日

6月29日～9月29日

6月29日～12月14日

7月1日～9月30日

朱鷺メッセ

七夕まつり2019

全長340mのエスプラナードに大型吹流しを設置するほ

か、新潟市内園児334名が参加飾付けした七夕笹竹展示

をはじめ、誰でも自由に飾り付けできる専用竹を用意す

るなど朱鷺メッセ館内で共同展開した。

新潟万代島総合企画株

式会社

新潟万代島ビルディン

グ株式会社

朱鷺メッセ館内

第９回　嘉祥茶会

和菓子をめぐる歴史を学び、和菓子作りを体験して楽し

むお茶会イベント。職人の指導のもと練り切りで酸漿

（ほおずき）の生菓子を制作。和菓子作りと茶会の両面

から日本文化に親しむ時間となった。

砂丘館砂丘館

イザベラバードにちなんだまち歩

き「大野町今昔探訪」

大野町はかつて舟運と市で栄えた在郷町だった。英国女

性旅行家イザベラ・バードは、魅力ある店が並ぶ大野町

をなぜ素通りしたのか？大野町まち歩きガイドがバード

に想いをはせつつ、まち歩きを実施。

新潟市西区内

赤塚観光ガイド養成講座

赤塚に点在する史跡や名所、ラムサール条約指定湿地

「佐潟」、広大な「砂丘地」など、様々なテーマに沿っ

た赤塚地区のガイドを養成する講座を全5回実施した。

新潟市赤塚公民館

両津えびす祭り

毎年6月15日・16日に両津夷地区で開催される「諏訪神

社例大祭」と地域商店街による「両津えびす祭」の総

※称。 低気圧の接近により一部を除き中止

両津まつり実行委員会佐渡市 両津夷地区

イオン新潟東店　開店記念祭

昨年リニューアルオープンしたイオン新潟東店の開店記

念祭で、みなとまち新潟フォトコンテスト入賞作品パネ

ル展を開催。

イオン新潟東店イオン新潟東店

3階特設会場

にいがたデジコングランプリ2019

イラストやアプリ、VRなどデジタル技術を用いた作品を

募集するコンテストを実施。にいがた市お宝部門では

テーマを『新潟開港150周年』とし、みなとまち新潟の

魅力を表現した作品が集まった。

にいがたデジタルコン

テンツ推進協議会
県内及び全国から作品募集

今夜も生でさだまさし

～まさしＡ型ここは新潟～

ミュージシャン・さだまさしさんが豊富な知識と経験、

幅広いネットワークを使って、視聴者から寄せられた質

問や悩みにこたえていく深夜の生放送。新潟放送局から

「みなとまち新潟」の魅力をたっぷりお伝えした。

NHK新潟放送局ＮＨＫ新潟放送局ロビー

月潟まつり・伝統芸能フェスティ

バル

月潟まつりで開催されるフェステバル。平成25年4月に

新潟市無形民俗文化財に指定された「角兵衛獅子の舞」

を奉納。

月潟まつり実施協議会月潟白山神社境内

～港町150～にいがたクラフト

ビールランド

クラフトビール発祥の地新潟において、全国からクラフ

トビールメーカーが集結。

港町150にいがたｸﾗﾌﾄﾋ゙ ﾙーﾗﾝ

ﾄ゙実行委員会（株式会社NST

新潟総合テレビ・株式会社ラ

イブポート）

万代島多目的広場

新潟みなと水遊記

西港全体の賑わいを高めるため、個別イベントの情報を

統合し、イベントガイド作成・配布により情報発信を

行った。

新潟みなとまちづくり

ネットワーク（事務

局：新潟港湾・空港整

備事務所）

新潟西港周辺

料亭の味と芸妓の舞

老舗料亭の伝統の味を楽しみながら、古町芸妓の華やか

な舞を鑑賞し、みなとまち新潟の花街文化を気軽に楽し

んでもらった。

新潟三業協同組合中央区内各料亭

ミズベリング信濃川やすらぎ堤

河川法の改正により、民間事業者による営業活動が可能

となった信濃川やすらぎ堤の一部区域において、民間事

業者によるマネジメントのもと、飲食店の出店を中心と

した賑わい創出事業を展開。

新潟市・民間事業者信濃川やすらぎ堤

開運　七夕まつり
新潟開港150年を記念し、「海」をテーマにした風鈴な

どたくさんの風鈴が境内を彩った。
白山神社白山神社

イオン新潟県フェア

新潟県とイオン株式会社との包括連携協定に基づき、県

産農産物等をはじめとする県産品のPRや、観光情報の発

信等を実施。

イオンリテール株式会

社
イオンモール新潟南

とき・ところ
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2019年度　イベント 内　容 実施主体

7月2日

7月2日～7月7日

7月5日

7月6日

7月6日

7月7日

7月8日～3月31日

7月9日～8月5日

7月13日～7月14日

7月13日～7月15日

7月13日～8月4日

7月13日～8月25日

7月13日～9月23日

7月14日～7月15日

7月15日～11月30日

FULUMATiDISKO【フルマチ・

ディスコ】

名実ともに世界トップDJたるDimitrifromParis氏を新潟

に招いた、一夜限りの夢のディスコ（クラブ）イベン

ト。彼の祖国フランスのナント市と新潟市は姉妹都市。

日仏交流を華やかに演出。

武田令NEXT21ビル19階展望ラウ

ンジ

東区市民ウォーク

「ほっくほくウォーク」

東区の魅力の発見と地域の自然に親しみながらウォーキ

ングを行い、健康づくりと体力の維持・増進を図るイベ

ント。

新潟市東区山の下エリア

北国街道まち歩きとメロン収穫体

験バスツアー

西区・西蒲区のまち歩きガイドによる北国街道ゆかりの

地を巡るまち歩きと旬のメロン収穫体験を楽しむ、日帰

りバスツアーを実施。

新潟市西区・西蒲区内

星の川

４施設それぞれに七夕装飾。書かれた短冊は三社神社に

奉納。4施設を巡るクイズラリーに参加すると抽選で景

品をプレゼント。

星の川実行委員会万代シテイ、NST、メディア

シップ、朱鷺メッセ

にいがた市民大学「日本酒学への

招待」公開講座

第5回を講座受講者のほか、一般申込者を含む公開講座

として開設。古くから親しまれてきた日本酒について、

国内での日本酒の歴史と文化を紐解き、日本酒の未来に

ついて考える講座を実施。

新潟市新潟市民プラザ

検疫所業務に関するパネル展示
検疫所業務に関するパネル展示を実施し、港湾衛生思想

を普及することで、公衆衛生の向上を図った。
新潟検疫所新潟空港

第34回新潟ジャズストリート

新潟のまちを明るく元気に。そして音楽あふれる楽しい

まちに。地元のお店やコンサート施設などがライブ会場

となり、地元ミュージシャンや遠方からゲスト・ミュー

ジシャンが集まり、2日間で計262公演が行われた。

NPO法人新潟ジャズス

トリート実行委員会・

新潟市

新潟市民プラザなど約25会場

海にひろがる夢・未来

「海の月間」パネル展

海への興味・関心を高めることを目的に、北陸地方整備

局、第九管区海上保安本部との共同開催で海事関係のポ

スター掲示などを行い、「船」「港湾施設」「海上安

全」といった「海」への一体感を演出した。

北陸信越運輸局生涯学習センター

健康長寿を目指したライフステー

ジ毎の口腔機能向上体操

咀嚼や嚥下（えんげ）に関わる筋や唾液を出すことで口

腔機能を向上させることを目的にした体操「新潟えんげ

甚句」を開発。歌詞に新潟の郷土料理や名産品などを盛

り込んでおり、新潟の食文化と共に広くPRした。

明倫短期大学有明ハイツ、葵の園、両川中学校、

ゆうばえの里、健やか園

水辺で乾杯
7月7日、午後7時7分に全国の水辺で一斉に乾杯するイベ

ント。

ミズベリングやすらぎ

堤研究会
万代テラス、萬代橋上流右岸

やすらぎ堤、みなと・さがん

みんなの古町プロジェクト

キックオフ講演会「古町の歩み～その誕生と発展、役割

の移り変わり～」、ワークショップ「昭和の古町を掘り

起こしてみよう」を開催。

みなと新潟実行委員会新潟市歴史博物館、生涯学習

センター

東北電力旗新潟県ミニバスケット

ボール大会

新潟県内のミニバスケットボールチームによる決勝大

会。

新潟県バスケットボー

ル協会
長岡市内

いくとぴあ食花SUMMER

ILLUMINATION

～テーマは「海」～

広大なガーデンを舞台に個性豊かでファンタジックな世

界が広がるいくとぴあのサマーイルミネーション。テー

マを開港150周年をお祝いして「海」とした。

いくとぴあ食花いくとぴあ食花キラキラ

ガーデン

「開港場新潟」展

開港前の湊町新潟の繁栄の様子をひも解きながら、開港

を起点に変化し、今日に至る港や街のあゆみを紹介し

た。

新潟市新潟市歴史博物館

新潟市少年少女スポーツ大会

児童の健全育成を目的に、スポーツ活動を通じて心身の

健康づくりと児童相互の親睦を図るスポーツ（野球、

サッカー、ミニバスケットボール、バレーボール）大

会。

新潟市・実行委員会ほ

か
東総合スポーツセンターほか

とき・ところ


